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エスペラント

五月號

日本文化海外宣揚とエスペラント

日本文化の海外宜揚の必要が今日ほど 

に熟心に叫ばれたことは未だ曾て無かっ 

た。崇高な日本稱神を世界に敎示し 人 

類の上に大いなる寄與をなさんとする現 

代H本人の自覺が然らしめておることは 

ゆうまでもない。誠に喜ばしい傾向と云 

わねばならぬ。

從來歐米人には日本は極東の一小農國 

として,單に好奇心の對象でしかなかっ 

た時代もあったようだ。しかし今日では 

決してそうではなく，日本は世界の强國 

としての嚴たる存在であり，何かにつけ 

實際上無視できないものとなったとゆう 

感が深いらしい。それだけに諸外國に於 

ける日本文化の硏究熟も急に强盛なもの 

となっておるのである。

然るに外國人の日本硏究は今日までの 

ところでは殆んど成っていない。日木硏 

究の權威の如くいわれる英國のチェンバ 

ーレンの如きですら日本人から見れば幾 

多の曲解や誤解がある。近くは獨のノ、ウ 

スホーワアーにしても玄だまだとゆう感 

が深い。その他はおして知るべしである。 

n本語に先づ熟達しなければ日本硏究も

できないことは明瞭なことだが,それが 

外國人には今の設備では仲々困難である 

とゆう事情もあると思う。

日本語の世界的普及は今後加速度的に 

撮大されて行くと思う。その爲に日本自 

身ももっと力をいれてよいと考える。諸 

外國の學校に日本語が必修課目になる時 

が來なければいけないが,それに應じた 

日本語敎師（內外人を含む）の意味が必要 

である。仲々大變であるヵ;，ぜひゃらね 

ばならぬことである。

しかしそのような時の來るのには相當 

年月を待たねばならぬ。だから目下の現 

實には別の便法も併せ用いられねばなら 

ぬ。今日日本文化の海外宣揚には主とし

て英語,次に佛,獨,西語錚が使用されて 

おる。小國に對してもこれらの語で間に 
合わしておえのが實情である。例外的に 

その他の國語も若干便用されておるが, 

とても不充分である。

この際エスペラントを使用すれば必ず 

効果があると思う〇例えば屮央;ヨ1ロッ 

パの諸國などに對してはエスペラントを 

以ってすれば効果は想像以上であると思 

う。エスペラントを知ってるのは世界各 

國の文化人であり知識人であるから,エ 

スペラントによるのが最も便宜である。

エスペラントを使用して日本文化の世 

界的宣揚をすることに,我が國の識者は 

もっと理解を深めてよいのではあるまい 

か。八紘一宇の大理想をもつ日木は,世 

界大の見徹をもたねばならぬと思うが英 

語が實瀑上世界の國際語だなどとゆう誤 

った認識を改めて,英語民族以外の多數 

の民族のことも考えねばならぬ。日本が 

リードしてエスペラント使用をもっとも 

っと世界的に盛んにすることが,實際問 

題としてもぜひ必要である。日本人が英 

語などに囚われておる間は,國際場裡に 

.立っても第一言葉の關係でえらい引目を 

感じなくてはならぬ。日本へ來る外人は, 

日本話を知らなくとも英語を多少勉强し 

て行けば澤山だとゆうの力;彼等の常識だ 

そうだヵ:,日本は英國の植民地でないこ 

とを承知して貰いたい。日本へ來る外人 

は日本語を學べ,それが困難で間に合わ 

ないならエスペラントで來たれ。エスペ 

ラントなら中立の國際語であるから,對 

等で話もできる。

日木文化の海外宜揚は先づ日本語と工 

スペラントで。それに次で英,獨,佛も 

時には多少使うとゆうことでありたいも 

のである。 川原次吉郎



小坂賞第1回受賞者

野原休ー 氏に決定

偉業日本書紀の飜譯

完成近きを期として

エスペラント運動の功勞者を表彰すべき小坂賞 

の第1回受賞者は野原休一氏に決定した。

この光榮ある第1回受賞候補者として，全國の 

エスペランティストから推薦された運動功勞者は 

合計9氏,いずれも,それぞれの意味において， 

この榮譽を擔うにふさわしい人々ばかりであった 

が，小坂賞委員會において愼霓に審議した結果は 

もっとも多數の推薦者によって擧げられていた候 

補者野原氏が,盂員會でももつとも多くの支持を 

受けて,第1回受賞者に推されることになった。

野原氏は35ケ年の長きにわたりエスベランティスト生活をつづけられ，その間終 

始涸ることなく熱心に,運動の第1線に立って，身を捧げられ，近年は,やつぎばや

に和漢の古典を飜譯出版された。その運 

動に及ぼした功積は,まことに比類まれ 

なものであるが，小坂賞は,その設定の主
野原休一氏履歷書

2 (186)

旨から，主として過去1年間における功 

勞を表彰するものであるから，特に，近 

く完成されようとする，氏の最次事業「日• 

本書紀」のエスペラント譯を主として表 

彰する意味で,受賞されることになった 

のである。

エスベラント譯「日本書紀」は，昭和 

10年9月第1篇が出されてから3ヶ年 

半，目下印刷中の第5篇をもって,まさ 

に完成しようとしている。

この期にあたって，小坂賞第1回受賞 

者として,その業蹟を表彰し，この老大 

家の勞を,いゝさかなりとも,ねぎらう 

ことのできるのは,H本の全エスベラン 

ティストの悅びであり，誇りである。

明治4年:n月io 口山口縣長府に生れた。 

明治26年3月山口縣師範學校卒業。

明治30年3月まで山口縣下小學校敎員。 

明治34年束京高等帥範學校卒業。

明治36年3月まで曉星學校及び東京外國語 

學校夜學部等に於て佛闌西語を學ぶ。

明治36年4月より40年4月まで長野縣肺 

範學校に於て物理化學擔任。
明治40年5月より昭和3年3月まで鄕里 

山口縣長府町豐浦中學校に於て物理イ醪擔 

任。

明治39年日本エスペラント協會創立の際早 

速入會して以來エスペラント硏究に着手。

但し全然獨習若くは初學者同士の相互敎授 

明治40年以來盛んに海外のエスペランチス 

卜と通信交換をした。
同時にバリの しe Monde Esperantiste,ボへ 

ミヤの Internacia Pedagogia Revuo 等に 

日本通倍員として寄稿した。
明治42年4月周防新港沖に於ける第6號潛 

水艇遭難記事並に佐久間艇長め遺書を工み



書紀飜譯を顧みて

休ー

驗談を書けとのことであるが, 瞼と言

っても,別に取立ててお話し申しあげるほど 

のことはありませんか;,强いて言わば,厂日本 

書紀」とゆう書は,最初に考えたよりも,さ 

らにさらにむつかしい書物であるとゆうこと 

を,飜譯に手を染めて見て始めて經驗させら 

れた次第であります。

元來書紀の難解は昔から定評のあるところ

そして註釋書も少くはないが，その多くは一 

々の語の意義の穿魏に重きをおき文章として 

全體の意垛の曖昧な個所は比較的に輕く片付 

けてあるごとき傾向がある。また書紀の文章 

は文學的に見て餘り立派に出來ていないと思 

われる個所も少くない。しかしこれは編者に 

漢學の力の足りないためでないことは勿論で 

ある。ただ,編者は原典の權威を貳んじた。 

原典となった諾家の記礙や各方面の古文書の 

中には語句文章の不完全なるものがあっても 

必要止むを得ざる場合の他は編者として妄り 
に私聶を以て改删を加えなかったように見え 

るのだから後世これを飜譯する者も編者のこ 

の精神を尊重する義務がある。卽ち出來得る' 

限り逐話譯に依らねばならぬ。昔支那の或る 

梵儈（ボンゾ）は經文を漢譯するに當り難解の 

個所は観音樣の夢の御吿を蒙ったとか。觀音 

樣の御吿も蒙り得ざる者が妄りに自由譯を訂 

みることは古典に對する大なる昌演である。 

しかし一方に於て古典の飜譯は同時に解繹で 

あらねばならぬ。彼此と考えれば考えるほど 

何れも苦心の種ならざるなしである。要する 

に口分の如き淺學でこの大事業を企てるなん 

ど身の程を知らざるの甚だしきものであると 

中途で氣の附いた時には,もはや,いわゆる 

騎虎の勢如何ともすること能わざる狀態であ 

った。

譯語に就いても新選和エス辭典に載って居 

ないものの無數に遭遇した。殊に,固有名詞 

の處分についても當惑したばあいなしとしな 

い。それらのことまエー々喋々としていたら 

際限がない。

譯して友人のドイツ人某氏・に送ってやった。 

その友人は,それめ課文をベルリンのGermana 
Esperantistoに載せた。その記事が,さらに 

ワルシ"ワの Pola Esperantistoその他北歐 

東歐數ヶ國のエスペラント語雜誌を經て,そ 

れぞれの國の國語に課されて新聞雜誌をにぎ 

わしたことを各地にある洒信者から聞かされ 

た。彼等は異口同音に厂佐久間大尉の如き軍 

人を有つ日本人がロスケをやっつけたのは當 

りまえの話だ」といった〇

上のことがあってから打分はエスペラント 
が語學瓣の物ずき屋の好奇心に率く面白半分 

の遊び道具でないことを痛切に感じた。また 

右の記事を第一に轉載したPola Esperantisto 
には見出しに"Ave Patria !"とゆうラテン 

語が記されていた〇その"Ave Patria ! 
（Benon al Patrujo）が,何だか一種の暗示を 

與えるような氣がした〇エスペラントに依っ 

て皇國日本の礁相を世界に紹介することは, 

われわれ日本エスペランチストの使命である 

とゆうことが自分にわかった。後に至り,日 

本の聖典たるf H 4 ®紀」を躲譯するなど少 
々がらに無さすぎることを思い立ったのも, 

その最初の動機はこの邊にあったとおもう。

著作について

儒 敎一一.

1. 大學・中席.各書とも短くて手頃だ

2. 孝 經 から,半ば作文の稽古
の積りで漢文から逐語 

譯を試みたに過ぎない。谿って東洋思想に就 
て素養のない外國人にとっては相變らず陳文 

漢文たることを免れまい。Q・2・とも學會 

出版）

佛 敎
3•阿强陀經

4・觀音經•普門品

5.化城喩品

これらは,或る他の研 
究事項に關係して,ち 

よっとサンスクリット 

に手を城れた際に試み

に課してみたまでのもの。（2・は學會出阪.

4. 5.は日本佛敎エスペラント聯盟出版）

日本古典——

6•方丈記 （6•はエスペラント硏

7.日本書紀 究社出版。7•は學會出

版） ¢187） 3



普 通 試 驗

採點者の感想・受驗者の感想

採勲者の感類

直譯勿避けよ

1. Kial vi ne venis al 
hieraŭ ?

ni

2. Ĉu li havas fraton ?
3. Li estas tiel malĝentila, ke

ĉiuj lin malamas・
4. Ili jam iris for.
5. Ŝi acetis belforman Ĉapelon.

ではpolite, courteous卽ち『禮儀正しく憋 

勲な,丁寧な』の意である'。從って『横柄な, 

無作法な,粗野な,失敬な奴』の意。

試驗と云っても學校の試驗とは□ずと異る 

ものがあり採點上むしろ考えさせられること 

があった。學校の採點は鐵道省敎習所,名占 

屋高工,東京帝大の講師としての經驗もある 

が此の方は技術の試驗と共に性能に就ての採 

點も差支ないが,本試驗は趣が異る。例えば 

試驗と云うのであわてゝ（1）のhieraŭを 

『今日』と譯した人があるが,答案の他の點か

ら見ると相當の大家で知らぬ筈はないことが

わかる。本試驗は單に學力の檢定であって見

れば『あわてた』と云う性能上の黠で減點す

今回の試驗は高等試驗への階段として自信 

のある人逹ばかりの參加と見えてエス文和譯 

の如きは滿點かそれに近い好成績ぞろい。

問題に!n苴譯を避けよ』と註文をつけて置 

いたが,これは語學學習上の要諦で,この點 

に平素注意していないと語學の速かな上達は 

望み得ないからである。例えば（5）のbel
forma を『美しい形の』と譯した人があるが, 

日本語としては『恰好のいゝ』である。この 

『こつ』が味わえていればかゝる場合に日本語 

の『善い』はbonでなぐbslで拓り，從っ 

て『姿のいゝ,腰付のいゝ』などはbelfigura, 
beltaliaと云わねばならぬことが□然とわか 

る。（2）も『兄弟を持つか』では日本語にな 

らぬ。『彼には兄弟がありますか』と譯してこ 

そ『（何）には（何）がある』がhaviで云える 

ことが會得される。（3）のtiel—，ke… も 

『（とても,非常に）一なので……』と平素か 

ら譯しつけて欲しい。&ujは『皆が嫌う』で 

も惡くはないが,『嫌わぬものは無い』と譯す 

手もある〇

（3）の malĝentilaには『溫しくない,い 

たずら,不遠慮,性質が惡い，亂暴,不親切, 

橫着,ぶしつけ,きか々坊』などの譯があった 

が少しく當らない。Gentilaは英語のgentle 
4 （188）（溫和な,柔和な）と間違えられ易いが，英話

べきや否やは頗る疑間となる。（5）のbel
forma をbelfortaと考え違えて『美しくて 

强い』と譯した人があったが，この答案の方 

は他の點から見ても知らないことがわかるの 

で容赦なく減點に及んだ。採點に於ても 苗 

する技術』に逼點を置いたが，受驗者も席次

を爭う試驗ではないのであるから，あわてな 

い樣にお願いいたしたいものである。

小坂狷二

和文エス譯の答案

今回の試驗は最初だけに實力を充分に持ち

乍らも受驗を躊躇された人が多かったのでは 

なかろうか。受驗者は近く迫る高等試驗を目 

指され，その必要な階梯として受けられた普 

通試驗であっただけ,一ニを除いては殆ど完 

全な答案であった。從って此の講評は今回の 

受驗者にと云うより,始められて間もない初 

步の方への一般的な示唆と見て貰った方がよ 

い。

課題は全部Ekzercaroから其の儘の形,又 

は少し變えたものであった。

1.その幼兒は善良てす。



期待した答はLa infano estsa bona.
此の形は Fundamenta Krestomatio の第 

二頁の最初の文§4の しa patro estas bona. 
のpatroを變へたもの。infanoは第1頁§2 
に二回出て居る。

Laの代りにTiuを使っても無論差支はな 

い。infanetoは正解となして麗いたが,普通 

infanoである。-etoは愛稱の感じを出す場 

合によく用いられる。malgrandaは,實際或 

る小兒を見て，その小ささが特に强く意識さ 

れたような時なら兎も角,一股には不用。

厂善良」はbonaで充分。bonkorecaは考え 

過ぎて獨り角力の感がある。幼兒の善良さは 

槪念的なbonaでよく,積極的に慈悲心を起し 

た（bonkora）場合まで考えなくてよかろう〇

2.私の鉛筆は何處にありますか。

譯〇 Kie estas mia krajono ?
これはF.K.第一頁§2の第四文Kie estas 

la libro kaj la krajono?を變えたもの〇

厂鉛筆| krajonoの!・と1と取違えたもの 

が數人あった。こう云う人は實際の發音に兩 

者を混同してはいないか。敎授者として此の 

區別がつかなくては致命的である事を悟り, 

發普から懸命に矯正されるよう切望して止ま 

ない。

estasの代りにkuŝasは差支ない。sin

L公吿〕

學カ檢定合格者

!高等

下記の諸氏は，學力檢定規約附則によ 

る高等學力檢定證の附與を巾請されまし 

たので，試驗秃員會で詮衡の結果,これ 

を適當と認め附與することにいたしまし

た。

附則第1項によるもの=7.松本重一（愛 

知），&桑原利秀（大阪），9.中西義雄（大阪 

府），10.月本喜多治（神戶），11.橋詰直英（神 

戶），12.西原武宣（大牟田）。

口普逼

下に記載の諸氏は,3 12 H,東京, 

大阪,名古屋の3ヶ所で施行の普通檢定 

試驗を受け,合格されました。

昭和14年4月1ロ

財團法人日本エスペラント學會 

理が長大石和三旬5

普通試驗合格者氏名

1 大 阪

2 姬 胳.

3 東 京

4
5 金 澤

6名古屋

? 〃

8 〃

9 〃

10 "
11東京

12大阪

13 〃

14東京

15 〃

子

明

英

一

夫

雄

光

子

之

生

淸


彥

宏 

信 

光

泰

美

亜

ア

政

紀

廣

勝

照
 

原

”

FH
道

藤

子

松

部

山

西

石

上

山

邊
 

野

激

池

吉

加

金

高

磯

lu
小

三

村

松

渡

增H!留五郎

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

橋

崟

濱

京
 

岡

京 

阪 

船

仙

横

束
 

福

束 

大

小四 

松野 

大田 

柏蹟 

山縣 

中江 

安逹 

和田 

伊佐 

小方 

上月 

卷山 

貰名 

伊藤 

山本 

富永 

栗枢

壽

一

勝

子

枝

代

一

美

博

意

弘

祐

隆

一

子

も
 

太 

5

光

美

榮

立

占

專

美

金

美

幸

長

た

33 名占•屋

34 神 戶

35 東 京

36 大 阪

37 〃

38 東 京

39 名古・屋

40 岡 山

41 東 京

42 〃

43 大 阪

44
45 鎌 倉

46 東 京

47 〃

48 大 阪

49 //

江

春

作

一

夫

徳

孝

威

正

宜
 

弘

光

吟

明

菊

孝

博

保

光
 

屮 

羽

岡

田

原

野

口

井

倉
 

山

45
佐

山

中

荻

淺

山

荒

小

松原ゆきゑ 

田中きみ子 

佐々木久子 

岩峪登美子 

掘原茂三郎 

野竹孝夫 

小泉 昇 (189) 5



高等試驗にはでんな問題が出るか•それの範例

1

エス文解釋（譯讀）

A 1. La tutan nokton antaŭ la tago de 
la parado la trompantoj pasigis maldorme 
kaj ekbruligis pli ol dekses kandelojn.

2. La unuan fojon en la homa historio 
ni, membroj de la plej malsamaj popoloj, 
staras unu apud alia ne kiel fremduloj, sed 
kiel fratoj, kiuj, ne altrudante unu al la 
alia sian lingvon, komprenas sin reciproke. 

B 1. La vintro fariĝis tiel malvarma, tiel 
malvarma! La anasido devis senlace naĝadi, 
por malhelpi la glacii直on.

A
2. Siaj okuloj vitrece rigardis en la 

spaco n. Socia elpelindulino ! ŝi murmuretis^ 
ĵetiĝis sur la plankon kaj kuŝiĝis senmova， 
kun vizago kaŝita en la kuseno, kun manoj 
interplektitaj super la kapo.

C Ĵし・ El la koraj kaj fajraj vortoj de 
via letero mi vidas, ke vi konscias la tutan 
malfacilecon de nia afero en la nuna tempo, 

trovasはこうゆふ容易な文では避けた方がよ 

い。但し採莊にはいずれにしても誤のない限 

り滿點を與えた。誤とはKie vi sin trovas 
mian krajonon?と云うのであった。御努力 

を乞う。

Kie mia krajono kuŝas?なる文があった〇 

正解として置いたが,普通の順序ではない。 

エスペラントはどんなに並べても構わないと 

云う人があるが,之は頗る警戒すべきである。 

並べ換えて厂誤」とならなく・ても,全く同じ 

とは云えない。順序が變わっただけ變ってい 

るからである。それでは今引いた文はとゆう 

と强勢がkuŝasに懸かっている。處で問題 

の麺問文の重點は何處にあるかと云うと厂場 

所」をきく事が第一であり,次に品目の厂鉛 

筆」である。estasなりkuŝasは一番力の加 

わらない中央がよい。

2. a. Vi mortus de ridado.
b・ Generacio foriras kaj generacio venas, 

kaj la tero restas eterne.
c・ しa kutimo ofte ludas gravan rolon 

en la vivo.
ーー佐々城低出題ーー

2

和文エス譯（作文）

次の日本文をEsperantoになおせ

1. A 大發明家や天才藝術家によくあるこ 

とだがザメンホフヤ卩士も經濟的には甚だ惠ま 

れていなかった。數年の間妻子と別居し,パ 

ンのために轉々と居を移した。南露に居た時 

には日に三度の食事をすることも出來ぬ貧乏 

のどん底にあった。

2. B a.金は少ししか殘っていない。

b・彼は何か外國語が話せるか。

c.匂のない花もある〇

c. 僕は會目は顏を見れば知っているが名 

は一々知らぬ。

d. 此の本はよく資れますか。

■—小坂狷二出題ーー

3. 彼は私の叔父てす。

Li estas mia onklo・
F. K.第四頁§10第九文 Li estas mia 

onklo, ĉar mia patro estas lia frato. の一 

部である。onkloの綴を間違えた人が割に多 

かった。anklo, onkro, onkulo等。又厂叔父」 

の叔の字に囚はれてP"沁"onkloとした 

人があったが,これはonklojがいて,それ 

を年齡で區別したような特殊の場合で,此の 

課題のような場合では考えられない。厂彼」を 

指して云っている場合,その兄弟が何人居ら 

うが厂彼」が mia onkloたる事に變りはな 

い。

4 あなたは本を讀みましたか。

Ĉu vi legis Ia libron ?

厂本」にlaを付けるべきか否かに大分迷れ



文 法

ェ.次の文中に誤あらば正せ。且その理由 

を述べよ。

a. Mi vidis knabon mortanta-
b. La hodiaŭ estas malvarmega. •
c. En al mondon venis nova sento. k

Mi nun portas ĉapelo de mian patron.
2. r. Kiam mi vizitis lin, li estis man- 

ginta la pomon. b. Kiam mi vizitos lin, 
]i estos manĝonta la pomon. を混成B寺を用 

いずして表現するにはどう云い表わすか。

岡本好次出題 

ないでしょうか? 本を10ぐらい,表題と 

著者をあげてください。〔注意〕獨習書,文 

法書,辭番などではありません。著者名は原 

語またはEsperanto綴り,表題はかならず 

Esperanto 名 〇

ーー川靖直.出題一-

5

讀 み 方

Estimataj sinjorinoj kaj sinjoroj! — Ne
havante la eblon partopreni persone en la
unua jarkunveno de la Londona Klubo 
Esperanta, mi sendas per fonografo inian 
koran saluton al ĉiuj partoprenantoj en Ia
kunveno. En mia imago mi prezentas al

常 識

A・厂プーローニュ宜言」を說明してくださ 

い。〔注意〕Esperantoでも日本語でもどち 

らで書いてもよろしい。

B. ザメンホフは紀元何年何月どの國のど 

こで生れて.紀元何年何月どの國のどこで死 

にましたか?〔注意〕Esperantoで書くこと。

C. Esperantoの文章の模範として我々は 

誰のそしてどんな作品をまず硏究せねばなら 

mi, ke mi sidas nun inter vi, estimataj 
anglaj amikoj de la ideo de lingvo inter
nacia, kaj mi ĝojas kun vi pro la belaj 
fruktoj, kiujn via energia laborado donis en 
la daŭro de la foririnta jaro.

川原次吉郎出題

注意 試驗に實地に出される分駅は,厂エス 

文解釋」および厂常識」にあっては，範例に 

A, B, Cとある,その1grupoずつです。

たらしかった。F-K. p. 2 §5.の終にはMi 
legas libron. La patro ne legas libron, sed 
li skribas leteron.の二文がある〇此の二文 

の埸合に於ては厂本」とゆうものであればよ 

いので,「あの」本,厂この」本と特別な环:を 

考えてはいない。處で,課題のような場合で 

は目前の本であると力、,聽手がそれと分って 

いる本等をさして訊いていると考えた方がよ 

り一般的な考方である。卽ちSを付けた方 

がよい。

それではĈu vi legis libron ?はどうゆう 

場合に使えるかと云うと,何か讀んだらしい 

が,新聞を讚んだのか,本を讀んだのかを訊 

いてみるといったような特殊の場合が想像さ 

れる。それで誤とは云えぬが,一般的ではな 

い。筆者ははの有無によつて點數を左右し 

なかった。

5.今日は土曜日てす。

Hodiaŭ estas sabato.

この問題は大槪出來ていた。たヾsabato 
を大字で始めたのが五人あった。Esp.の習 

慣では小字を用いる。savatoが二人,sabeto» 
Dimandoなどもあった〇 Di mando君，しっ 

かり御勉强を乞う。これはF.K. p. 5, §11 
の第4文の前半である。

會話の試驗

筆者の捞當した試驗に就て一言したい。規 

定では極めて簡單なーニ句(例へばKia estas 
via nomo ? Kio estas sur la tablo ? Kie 
loĝas viaj gepatroj ?式の事)をきくことに 

なっていた。これは發音を知るのが主耍な目 

的であった。前述のように受驗者力:高等試驗 (191)7



受昭者の感想 俄か勉强

私の希望

之が最初のもので旣存のエスペランティス 

トに對する灵驗であったためか或る不自然な 

空氣を感じた。——とゆうのが私の正直な吿 

白です。

その他出題傾向に就て感じたことは第一に

憐れな受驗生の一人となった私は,朝起き 

るとすぐ,又會社から歸ると直ぐ例のRadikoj 
de Ekzercaroの諳記を始めねばならなかっ

た。恥かしい話だが正直に言うならば私の學

ヵたるやどうも咎通試 にさえ合格は覺束な

いような氣がして,いっそ落第の憂目を見る

問 が文法の分野に於て少し普遍性を缺いて

居た樣に思はれました。之が初も科の試驗で 

あるだけに今少しの廣さを持って居るべきで 

はないかと思います。此のことは將來に於て 

檢定試驗そのものを,より一府權威付ける爲

よりは，受驗しないでおこうかとゆう氣がI 
ていた。力;とにかく申込はして置いた。

現に學會の好意から贈呈を受けたRadikoj 
de Ekzercaroを通覽し譯語の頭に直ぐ浮か

にも內容の充實とゆう恵味から必要なことと 

思います。この程度の偏した(と私には思わ 

れた)問題に於て學力の檢定を行う場合其處

ぶものを次々印をつけて見ると,語根集904 
中，私に印のつけ得なかったのが,ざっと200 
くらい現われた。これにはわれながらあきれ,

に或る危險の介在を豫測せられるのではない 

かと思います。

なお希望として，例えばエス文利谭の問題 

を選ばれる場合厂文意の混亂を來す樣な文章」 

を避けて頂きたい。それは單に「容易な問題」

一寸自信を失ってゆくように思はれた。で, 

もう一度印の無いののみ再思熟考の結果6〇ば 

かりやっと記憶を呼び覺まし殘り140は到 

頭酢苦の力を借らねばならなかった。然し翌 

日になるとすっかりそれも忘れてしまってい

たとゆふようなわけで.よくまあこ扌しで今ま

を要求するのではなく,少くとも良い文章を 

要求したい。一文法的にAの解釋も間違い 

ではない。然しまた一方意味を異にするBの

解釋も間違いとは云えぬ——と云う樣な問題

で一人前のエスペランチストに近い顏をして 

世間をも友人をも誤魔化して來れたものとっ 

くづく感心もし 內心淋しい情けない氣持が 

するのだった。

とまれ遲鈍な私にとって,この僅々一週問

と,またエスペラントに於て相當delikataな
表現を耍求されて居る場合に「

の試驗勉强は私をしてそんなにも狼狽させそ 

れ程も自信を覆えさせはしたものの，一面私 

の此の頃の生ぬるいエスペラシト生活に大き 

な刺戟を與え,機會がなければ牛歲一年經っ

を用いられることは絕體に避けて頂きたいと

思います。 柏原ひで子

に向く程度の人々なので,殆ど全部滿點とゆ 

う成績を收められたのは正に當然であった。 

但し實力をたっぶり持って居られることを知 

っている人に對しては規定の文句からハミ出 

して種々な事を喋った。成るたけ重苦しい 

「試驗氣分を」綏和したい氣持からであった。 

從て,埒外の質問に對しての返答の適否は殊 

更に全然關係がなかった。或は心配された人

もあろうかと思い, お fりまで。

私の感想

もち乍ら，髙等試驗受驗の爲め,頭を屈めて 

第一の門をくぐられた，その賺虚な尊い氣持 

に對し,私は心から尊敬の念を禁じ得ません 

でした。それに，廐等試驗を受けられなくて 

さえ誰からでも立派なesp・istoと見られる 

人までも澤山奉加されたことは,こうゆう施 

設に對し深い理解と同情をもたれ,movado 
を一緖にもり立てて行く爲,後進に範を垂れ 

たことになります。敢然として進み出られた 

方々に對し，siねて敬意を表するものであり 

ます。

8 (192) 今回の受驗者は前述の通り，有り餘る力を 佐々城佑



ても得られないような重要な基礎的學力を最 

も效果的に攫彳导出來たことを感じ,むしろ祕 

そかに感謝さえしている。

總じて今度の試驗問題は案じた程でもなく 

極めて容易だった。一寸した山も問題中にあ 

しらってあるのが目につき試鹼委員のお氣持 

が覗かれて微笑ましかった。のみならす何も 

この程度ならば,904語を無理に詰込む必要 

もなかったし,Ekzercaroを探しに雨の古本 

屋を飯け廻ることもな力、ったと,いさゝか拍 

子拔けの氣がしてならなかった。とゆう氣持 

は私ばかりではなかったろう。力:,そうゆう 

私も遂に問題を一題か或は二題問違えていた 

ことがあとで發見された。

感想といえば以上で盡きます。小坂先生の 

口頭試問は，同氏邸の玄關の戶を開け挨拶の 

頭を上げるか上げないにもう始まっていたの 

には，不意打といおうか,小膳な私の面喰っ 

たことは非常なものだった。一Sfi先生はその 

日私にどんな點をつけられたか知るよしもな 

いが，よほど割増して貰わないと一〇

高松重光

目標は高等試驗

日本のエスペラント界の前進が渥々として 

いるのは要するにエスペラントを究俺まで勉 

强するものが極く少數しかなくて大部分のも 

のは中途半端な學習に止まりながら,それで 

も自らをーカドのEsperantistoなりと自負し 

ているものが多いからであると思う。英語が 

今日のように隆盛を示しているのは,それの 

學習者が多い關係もあるが，從ってその難し 

さを克服して究極までやりとげる連中が數に 

おいて相當あるからであろう〇我々Esperan
tisto は全體の數からいえば,英語學習者と比 

べて間題にならぬ位であるから,我々の一人 

一人が出來るだけperfektaなEsperantisto 
となるように心掛けなければ,とても英語な 

どに對抗出來ないと考える。

恰かもこのとき我カ;エスペラント界にも試 

驗制度とゆうものが採用された。我々は双手 

をあげて，その實施に賛成し，その實現を待 

した。我々のniveloを推し上げてくれる

適當な方法の一"であるからである。我々の 

進步向上を計る尺度がこれに外ならぬ。我々 

は一人殘らず受驗して口らの知識を驗し,そ 

のniveloをはっきりと知り,以てさらに前 

途を企圖せねばならぬ。

かくて歷史的意義深き第1回普通試驗は東 

京,名古屋,大阪の三都市で一齊に擧行され 

大阪での受, 者2〇笛を數えた。試驗實施決

定から施行までの短期間と,從って宣傳の不 

足にも拘らずこれだけの參加はまず成功とゆ 

うべきであろう,中には遠く福岡,岡山,姬 

路あたりから受驗のため態々來阪された熟心 

な人々も見受けられた。試驗官は平生例會で 

お馴染の進藤,丿I;崎兩氏であったので,我々 
O.E.S•のmembrojは至便自然な氣持で受 

驗することが出來た。地方の方々はやむを得 

ぬとしても地元大阪の方々は平常出來る限り 

O.E.S.例會などに出席してEminentulojと 
親しくして置くとこんな時にどれだけ助かる 

かも知れない。

問題は豫想に反して，大變平易であったの 

で,受驗生一同やゝ氣技けの態だった。しか 

し,そのために却ってなめてかゝって，問題 

のカラクリを見落したりする失敗もあったよ 

うである。

試驗の結果については今日までまだ何の通 

知もないので分らぬが，多分大部分は合格さ 

れたことと思う。さすれば目標はいよいよ次

の高零試翅である。高等合格者が早く千人程

出來ないかしら,さうすれば日本けげでEsp・
の週刊新聞を發行出來るだろう,これは僕の 

夢想であろうか。 松田勝蹇

單語成句の諳記には 

動く學習器
フーナー

定價50錢•送料7個まで1〇錢

優美なベークライト製,掌中に收まる 

圓形廻轉式カード容器で,電車の中でも. 
遊步中でも,劇場ででも,どこでも寸暇 
を利用して單語や成句を諳記できます。 
普通のカードとちがい片手で廻轉でき, 

また携帶にも便利です。カード150枚 
（1,800語書込み分）ついています。
補充カードは100枚（1,200語分）15錢, 
送料4錢。

取次:財Ml法人日本エスベラント學會 (193)



岡本好次

ザメンホフ文法術語硏究・6

Adverbo 

12. Adverbo
副詞（adverbo）については十六ヶ條文法第 

七條に

La adverboj finiĝas per e\ gradoj de 
komparado kiel ĉe la adjektivoj. 
と說明されている。

この說明だけを見るとla adverbojと複數 

にして定冠詞がついているから冠詞の用法か 

ら云うとadverbojは一つ殘らずの意味であ 

る。

序であるが十六ヶ條文法（エス語で书いた 

もの,FK p. 254-256）を見るとla substan
tivoj と1a adverbojだけが複數で冠詞がつい 

ている。 （numeraloj の項も !a numeraloj 
fundamentajとなっているが,これにはfund・ 
amen t ajとゆう形容詞がついているから幾分 

限定されてくる。）形容詞と動詞の方は3討 

jektivo, la verboと單數で冠詞がついている〇 

前置詞の說明のところは二箇所あって一箇所 

はĉiuj prepoziciojとなっているし一箇所は 

ĉiu prepozicioとなっている〇共にがつ 

いている點は同じ。

人稱代名詞はpronomoj personajとなって 

いて冠詞はない〇 .

こういった使いわけはザメンホフが出翁目 

にやったのではなく，やはり愼重考慮の後に 

やったことと思うか必ずしも全部適正なりと 

はいえないと思う。

この十方ヶ條文法の說明から行くとad
verbo は皆eの語尾で終ると考えるべきであ 

るが,事實はザメンホフはeで終るもの以外 

のものもadverboとよんでいる。卽ちEk
zercaro §30に

〇 （194） Ia, ial, iam, ie, iel, ies, io, iom, iu,-----La

montritajn naŭ vortojn ni konsilas bone 
ellerni, ĉar el ili ĉiu povas jam fari al si 
grandan serion da aliaj pronomoj kaj ad
verboj ・ Se ni aldonas al ili la literon '' k ", 
ni ricevas vortojn demandajn aŭ rilatajn: 
k:a, kial, kiam, kie, kiel, kies, kio, kiom, 
kiu...
と出ている。これによってみるとザメンホフ 

は相關詞中の或ものをハッキリとadverboと 

よんでいる。どれがadverbojでどれがpro
nomoj かは示されていないが云う迄もなく 

-al, -am, -e, ・el,・omをさしてadverboとみ 

たものと思う。

そんな關係もあってか從來ヨー ロッパでで 

た文法書は昔も今も副詞を二つに分離してー 

っはeの語尾を右するもの一つは語尾のない 

ものとしている。（兩者を分離しない文法書で 

も兩者をまとめてadverboとよんでいる。） 

例えば Kalocsay-Waringhien の ?lena Gra' 
matiko de Esperanto なども

La adverbojn oni povas dividi en du 
klasojn: en primilivajn kaj derivitajn. La 
primitivaj adverboj estas tiaj laŭ sia naturo 
kaj uzigas sen ke oni bszonus aldoni al ili 
ian finaĵon. La derivitaj adverboj estas 
tiaj nur pro la almetita finaĵo ・e kaj ne 
povas esti uzataj sen ĝi.
と述べている。つまりprimitiva adverboと 

derivita adverboとに分けるのである。

日本でも以前はこのやり方に從ってPrimi
tiva adverboを厂本來の厠詞」とよびderi
vita adverboを厂轉來の副詞」とよんでいた〇

併しその後小坂氏が後者のみを厂副詞」とよ 

び前者は厂副詞的助辭」とゆう名でよぶこと 

にした。その後我が國では專らこの術語が用 

いられている。實際初等講習の說明の際奪二 

の方がわかりがよい。理窟が通るからである。 

そして語彙をすべて本辭と助辭とゆう二大種 

別にわけることはまことに當をえている。副 

詞と副詞的助辭とを區別しておくと,例えば 

pli, for, tiel等の副詞的助辭に副詞の語尾&

を附加して,Plie, plue, fore, tiele等の形を 

っくって用いることについて說明するのに便 

利である。文法わ規則とゆうものは文法學者 



が勝手にきめればよいのだからどうゆう風に 

でも說明できるが,聽き手に成程と感ぜしめ 

るのCなければ意味をなさない。特に初學者 

に對しての場合に於てそうである。

LR p. 76でザメンホフが副詞の前置詞的 

用法について述べているがその中に

... se la adverbo estas vorto ne devena, 
sed originala, kiu per si mem havas la 
sencon de prepozicio, tiam ĝi, kiel ĉiu alia 
prepozicio, ligiĝas kun la substantivo sen" 
pere, t.e. sen alia prepozicio kaj sen akuza
tivo (ekzemple uspite mia malamiko.")・ 
とゆう一節があるがこの中のdevenaとorigi- 
nala は上述の Kalocsay の derivita adverbo 
とprimitiva adverboをさすものと考えられ 

ぬこともない。(但しこゝの說明ではその點 

十分ハッキリしない。ザメンホフのこ 1での 

說明から考えると副詞の中動詞から誘導し 

(deveni)た副詞をdevenaとよびそれに反し 

て語根そのものの中に前置詞の意味をもった 

ものをoriginalaとよぶとゆうのである。こ 

れでは副詞と前拔詞とがこんがらかっている 

ので上の devena, originala をザメンホフの 

制詞についての術語と斷定することができな 

い。)/

次にザメンホフはadverboの機能について 

LR p. 50 で estas varme カゝ estas varma カゝ 

の問題についての說明の中で次の如く述べて 

ゐる。

La adjektivo difinas la substantivon aŭ 
la pronomon havantan sencon de substan
tivo (responde la demandon kia) kaj la 
adverbo difinas la verbon (responde la de
mandon kiel).

卽ち形容詞は名詞又は代名詞を限定するが 

副詞は動詞を限定するとのべている。併しこ 

れは副詞のすべての機有旨をのべたものでな 

い。(ザメン汰ンもこゝでは形容詞と副詞との 

比較をするために副詞の機能に一寸ふれただ 

けである〇)

尙しR p. 76でザメンホフが用いた術語に 

adverbo-prepozicioとゆうのがある。これは 

副詞がそのまゝ前置詞に济用された時その副 

萸Iを呼んだ名前である。卽ち

Ekzemple, se la adverbo devenas de verbo 
transira (kiu postulas akuzativon), tiam 
kaŭ la adverbo-pre:ozicio konservas tiun 
saman econ kaj estas uzata kun la akuza
tivo ;

Tamen en &u duba okazo vi ne faros 
eraron, se vi post adverbo -prepozicio uzos 
la prepozicion "je" aŭ la akuzativon, ĉ r 
vi ja scias, ke ...

Se vi trovos, ke estus necese ... kaj de 
unuforma regulo por ĉiuj adverboj-prepozi・ 
cioj, vi povas peni akiri...
と三箇所このadverbo-prepozicioとゆう語が 

用いられている。

同所の表題をみるとpri adverbo prepozi- 
ciaとなっているが.これはザメンホフが附 

したものかLa Revuo誌の編輯者が附したも 

のかしRの編瞬者が附したものか不明だから 

これをザメンホフの術語と取扱うのは危險で 

ある。本論文ではすべて各Lingva Respondo 
の表題については疑はしいものとしザメン亦 

フのものと見ないことにしている。(或はその 

中にザメンホフのつけたものもあるかもしれ 

ないがやむをえない。)

副詞の比較法komparacio)についても形 

容詞の時にのべたのと同樣のことが云えるか 

らこゝで再び述べる必要がないから略する。

リングヴィ レスボンドイ

ザメンホフ著•岡本好次譯

萊半截120ペイヂ・價50錢•送料6錢

これはザメンホフが° La Revuo M 
誌上で，言語匕の質冏に對して與 

えた冋答を集めた"Lingvaj Res・ 
pondoj °の日本語譯である。これ 

はエスペランチスト誰もが精讀 

し,座右を離してならないもので 

ある。 (廣吿)



伊藤己酉三

和文エス譯研究會
5

がよくてinteresaは 

いけないかを考えて頂 

く,そして,他の言葉 

を譯す時にも同じ樣に 

考えて用語を選擇して 

頂くのがこの會の目的 

です。

F:よくわかりまし

指導者 A氏

倉員 B, C, D, E, Fの諸氏

A:この集りも5冋目になりましたが,何 

か今までのやり方に就て御批判なり,今後の 

霍希复なりを伺いたいと思いますが……

c:少し間題が難し過ぎるのではありませ

んか〇

B:そうですね。成績を取ったら僕なんか 

何時でも丙位にしかならないようですが。

A:大體屐初は少し難しい問題で，次は客 

易しいのとしている積りですが，あまり容易 

くては硏究にならないんではありませんか。 

難しい所があって,それを何う譯すかと頭を 

检るのが爲になるので,間違っても何故間違 

ったかを知ればそれで一つの經驗を得たこと 

になるわけです。極端に言えば私ば皆さんが 

間遠うことを豫期して問題を作っていると言 

ってもよいわけで,大抵問題の何處かに間違 

い易い急所があるのです。

F:月に1回では何年經ったら大體一通り

fませら扌もるかと思うと心細いんですが。

A:勿論この會で硏究するだけで上手にな 

ろうとするのは無理です。お宅で種々Esp・ 
の本を誼んだり自分で問題を作って譯してみ 

るなりして頂かなければなりません。この會 

でやることは和文エス譯に際してはどんな注 

意が必要であるかを實例によって會得して頂 

くことなので,課題は單に例に過ぎないので 

す。それで課題に現れ語句の譯を鵜呑みにし 

ないで,その譯語が選ばれた道程を考えて頂 

きたい。例えば一度厂國民」をnacianoと譯

すと何時でもnacian。を使う人があるんです。

或は一度厂面白い」をamuzaとすればどん 

な場合でも「面白い」に對してamuzaを持 

って來るような人がある。これでは困るんで, 

?(196) amuzaとはどんな意味か,玄た何故amuza

たが，實際に當ると仲々その通りに出來ない 

んです。

A:矢張りうんと勉强して頂くより仕方が 

ないと思います。では例によって問題にかゝ 

って頂きましょう。

問題 A 日本人の國民性を他國民に 

理解せしめることは非常•こ困難て;老大 

な書物を以てしても充分には說明し切 

れない。

先ず厂國民性]から。 ?： •
B: naciecoかpopolecoで片付けたらど 

うでしょう。

E: nacia karakteroではありませんか〇

A： ——性は例えば有用性utileco,必耍 

性neceseco等形容詞的名詞を作る時ならば 

-ecoとすることが出來ますが，國民性の性は 

性格の意味ですからnacia karakteroとすべ 

きです。naciecoは同じ國民性と鐸しても厂或 

る國民に屬していること」で例えば Mi ne 
scias lian naciecon.(彼が何國人だか知らな 

い)の用法です。次は厂他國民」です。

C: alilandanoj, eksterlandanoj が普通で 

はありませんか〇

E: fremduloj, fremdlandanoj も同じよ 

うですね。

B:此處では單に外國人とゆうだけではな 

く,他の國民に屬する人とゆうことで少し違 

うと思います。ですからaliaj nacianojとし 

なければいけないと考えられますが。

D: aliaj naciojの方がよくありませんか。

A: Bさんの言われた通りalilandanoj 
ではしっくりしませんが，刃闾 nacianojと 

すると今度は他の同國人ともなるので,〔川は 

nacio]-anoj卽ちalinacianojとしなければな 



りません。又Dさんのaliaj naciojは原文 

の他國民を國民全體と見れば,正しいのです 

が,之はどちらにでも解釋されますから,結 

局alinacianoj或はaliaj naciojの何れかに 

なります。

厂理解せしめる」はkomprenigiでよいと 

して『脛天な」はどうですか。

F: grandegaとかgrandiozaとカゝは如何 

ですか。

B: ampleksaがよいと思います。

E: grandaでは必ずしも厚くなくても, 

判の大きい本でもよいことになりませんか。

D : gigantaやkolosaはどうでしょう。

c:私は龙大な書物はつまり厚くて判の大 

きい木の意味でdika kai grandaではどうか 

と思っていました。

A:色々の御意見を伺いましたが,giganta, 
kolosaは成程非常に大きい場合に使います 

が,書物に對しては大袈裟過ぎると思います。 

giganta arboとカゝkolosa laboroとかならよ 

いんですが。Eさんの言われたようにgran
dega は判の大きいとゆう意味にもなります。 

尤も特に大判わ意味ならgrandformataと言 

えばよいのですが。またdika kaj grandaは 

あまりくど過ぎる。結局ampleksaまたは 

tre ampleksaが一番よいようです。

說明する」はklarigiですね。

C: interpretiはいけませんか。

A: interpreti {t厂逋譯する」とゆう意味 

から厂解釋する,わかり易く話して聞かせる」 

とゆう場合に使われます。

厂……し切れない」はちよっと難しそうです 

ね。

E: ne estas —eblaとでもしますか。

D: estas malfacile -ebla カ、 apenaŭ -ebla 
としたらどんなものでしょう。

A:これだけを譯すのは難しいですから, 

一つ全文を澤してみて下さい。

先ずFさんのを

Estas tre malfacile, ke ni kompre
nigas japanan nacian karakteron al 
alinacianoj, kaj ni apenaŭ povas sufiĉe 
klarigi ĝin per ampleksega libro.

E: perの前にeĉが要りますね。

D:文にしてみるとapenaŭは何だか堡 

に見之ますが。

A: apenaŭは するかしないか紙一重 

の所で結局……したとゆうことになりますか 

ら,此處ではどうにかこうにか說明出來ると 

ゆうことになります。sufiĉeは「必要なだけ」 

で必ずしも完全でなくてもよいので,Pleneが 

よいと思います。また最初のke ni kompre
nigas ...... は感心し玄せん。Komprenigi...
estas malfacileの方がよろしい〇とゆうのは 

我々が理解せしめることは難しいが,他の人 

なら難しくないとも考えられるからです。

次はEさんの文をお目にかけます。.

Komprenigi la nacian karakteron 
de japanoj al aliaj nacioj estas tiom 
malfacile, ke eĉ ampleksa libro ne 
sufiĉus por ĝin konvinke klarigi.

D: sufiĉusと假定法にする必要はないだ

ろうと思います。

A： 1として非常によい文です。Dさん全

の言われたように・usの必要もないでしょう。

又konvinkeは厂相手に納得させるまでに」 

の意味で用いられたのでしょうが,konvinki 
は相手の持っている疑念を睛らして信じさせ 

るので,この場合にはどうかと思われます。

も一つDさんの譯を書いてみます。

Komprenigi japanan nacian karak
teron al aliaj nacioj estas tiel mal
facile, kiel ni ne povas doni al ili ĝian 
sufiĉan klarigon eĉ per la helpo de 
ampleksaj libroj ・

D： karakteroに定宼詞を付けるべきでし 

た〇またsufiĉanもplenanの方がよかった 

と思います。 ，

A:今Dさんの訂正された通りにします 

と,後はtiel—kielをtiel—keとすればよ 

く なります〇 tiel kielは tiel bela kiel §i.のよ 

うな場合に用いられることが多く,つまり 

厂……と同じ樣に」の意味です。厂非常に…… 

だから」の場合はtiel—keとするのが普通 

です。 (197)13



では次の問題に移ります。

問題B 語學硏究の方法は結局愼重 

な多讀と良い指導者を得ることである。

これは難しい點がないと思いますが,厂語學 

硏究」は何としますか。

B: studo de lingvoでよいと思います。

F: studado en lingvoはいけませんか〇

A： en は使いません。paroli en lingvo, 
skribi en lingvoはよろしいんですが，此處 

氏やはりdeです。 .

D:lingvostudoの方がよくありませんか。

A:その方が簡單でよろしい。

次は厂方法」です。metodoでよろしいで 

しよう力、。

C: rimedo か manieroともたらどうで 

しよう。

D:この文は最も良い方法とすべきもの 

ではありませんか。□隹方法だけではおかしい 

と思いますが〇

A:そうですね。語學硏究の方法は種々あ 

るけれども，結局愼重な多讀と良い指導者を 

得ることが第一番だとゆう意味ですから,最 

善の方法と改めましょう。そこでrimed〇は 

一つの metodo を定めて，その metodo に 

從って實行する場合に取るべき處置なんで 

す。ですから此處ではmetodoが適當です。 

manieroは厂やり方」で少し違います。

次は厂結局」ですが。

D: post Ĉioが普通でしょう。

B: fine或はfinfineはどうですか。

F: resume, konklude なんかは?

A： fine, finfineは厂到頭,遂に」です。 

resume, konklude は前に言ってきたことを 

要約すれば,或いは結論すれば,何れも厂結 

局」と譯されることはありましょうが適當と 

思いません。post Ĉioが一般です。「愼重な」 

はどうですか。

C: prudenta力:適當ではありませんか。

B:いやatentemaがよいと思います。

A:他の方の御意見は。

E: prudentaは厂細心な,用心深い」の 

意味で,此處の厂愼董な」は漫然とではなく 

注意して多く讀むのですからatentemaの方 

がよいと思います。

A: Eさんの言われた通りです。熟讀と 

ゆう言廉がありますが,「新撰和エス」でこの 

言葉はatenta legadoと譯されています。っ 

まり愼重な多讀とは熟讀かつ多.鬣のことです 

からatent(em)aがあてはまるわけです。で 

は厂多讀」はどうしますか。

D: multlegadoではどうでしょう。

F: multaj legadojはいけませんか。で 

なければlegi multajn librojnとしたら?

A: multaj legadojはいけませんね。 

[multe legi]-ado ですから multlegado とな 

ります。legi multajn librojnでも惡くはあ 

りません。殊に後に次にakiri —nとすれば 

此處もlegiと不定法を用いた方がよいかも 

知れません。multajn librojnは multeまた 

はmultonとしたら,なおよいでしょう。最 

後に厂指導者」は先ずgvidantoでしょう。で 

は譯文を御提出願います。

Cさんの譯は

La plej bona metodo de lingvostudo 
estas post ĉio atenta multlegado kaj 
akiri bonan gvidanto n.

です。結構な文ですが,Post Ĉioの前後に 

komoを置いた方がよろしい。

Bさんのは,

Post ĉio, la plej bona metodo por 
studi lingvon konsistas en atenta 
multlegado kaj akiro de bona gvidanto. 

ですが，これも中分ありません。他の方のも 

大體同じでした。

最後に今日の問題は結局次のようになるわ 

けです。

Komprenigi la nacian karakteron 
de japanoj al alinacianoj estas tiel 
malfacile, ke eĉ ampleksega libro ne 
povas plene klarigi.

La plej bona metodo de lingvostudo 
estas, post ĉio, legi multon atenteme 
kaj akiri bonan gvidanto n.



A.
Yokota-Saburo 氏---- lasi は厂....する

まゝにしておく」で厂……させる」ではない。

Seiu-Sogen 氏 一 tioは不要である。 

komprenigi----- がそのまゝ主語になる。

Ruĝa-Planedo氏---- penusの主語がな

い。

Tonĉju 氏---- klarigata とすべし 〇

Gifu-ano 氏---- estas ne klarigebla の主

語がなく,seは不要である。

Koiĉjo 氏---- igi aliajn naciojn kompreni
japanan nacian karakteron とすべきであ 

る。…

Yama-R・氏--- estas —ata を一atas と

することは避くべきである。

R・i.氏---- vole nevoleは「否應なしに」

の;s味である。その後は文章をなしていな 

い。

河村義三氏--- tioは何を扌旨すか〇 mosira
とは何を怠味するカ怀明。

菅原軍曹氏——tioは何を指すか。 povas 
klarigiの主語はoniである筈だ。

増田氏貝•他——ĉ seは厂……であるとし 

てさえも」の总味である。

Konisi-Norio氏——abundaは厂豐富な」 

である〇

B.
Humi-Sogen 氏---- rezulti は厂....の結

果どなる」の意味である。

笠辛氏——daは前任詞であるからUbrojn 
ではなくて!ibrojである。gajniは厂骨折っ 

て手に入れる」である。

Makita-S.氏---- metodo 卽ち multlegado
であるからporは用いられない。

マサハジメ氏——keは不要である。

イマヰヒデオ氏——複數は誤りである。

Soldato氏—— kzistiは厂存在する」で 

あって厂……にあり」ではない。またakiri 
legadonとは何を意味するか。

ヒデオ氏--- havigasはhavigo deとすべ

きである。

T. KobayaŜi氏ーーけの誤り注意され 

たし。

Ronda Monto氏 方法が多く詛まな 

ければならないとなる。kun prudenta koro 
はそれ自身誤りであるヵ:,位整いbrojの後 

に置くべきである。

T・T.氏---- haviはhavigiとすること〇

Klorofilanto氏一 diegoは全晋;讀終る 

こと。

jiutuno 氏---- defentive は definitive の
誤りであろうが，決定的にの意味である。

成績發表

A a. Valo,ミノル〇

• b. Sei u Scgen, Toa, Konisi-Norio, 
山石ホシ,加藤精之助,Strigo, Tigrokulo,綠 

星子,Masuo,松出勝 Isiga-Osamu, Vaporo, 
Esperanto, Timur, Nohara-Nobuko.

〇. Yokota-Saburo, Ruĝa Planedo, Tonĉjo, 
Gifu-ano,岩元正堆,营原电曹,Sopiranto,并『 

田,島崎敏一,Senti.井手尾元治,保志,林文 

平,Junulo, O-ht M- Inaba, Jŭtee.
ĉ- Koiĉjo, Yama-R., R. i ZE,河村義三。

B. b.村上俛而，永江满，彫星,Aĉulo, 
紗那子,Teruo,齋藤賓,ミミ,Humi

Sogen.
c.初年兵,秀樹狂子,笠牴 MakitaS,イ 

マヰヒデオ,Soldato, T. T., Klorofilanto, 
Ueda-Masao.

玄.マサノ、ジメ,ヒデオ,T. KOBAYASI» 
Aŭtuno,中室重。

d. Ronda Monto.

新課題•七月號發表•

A. 彼等を乘せた自動車は間もなく 

熱海を右ドに見下す崖の上を走ってい 

た。靑い海は眩しすぎた。手の染まりそ 

うな白い波が渚に音もなく打寄せてい 

る。

B. 郵便物を轉送してあげられるよ

うに，お着きになったらすぐお便りを下 

さい。 （締切5 ）］ 5日） C199)15



小坂狷二

前置調略解41XXVI JE 心

(16 (200)

1.に就て】『全文法』第14條及 

び Ekzercaro § 29 に『Esperanto の前 

置詞は夫々一定明確な意義（註:勿論原 

意とその應用の意義とがあるが）を有し 

ている（註:依て各場合に應じて適當な 

前置詞を選んで用いればよいわけであ 

る）。然し若し何か前置詞を用いねばなら 

ぬが,其處の意味介では倚・にどの前置詞 

を用いてよいかわからぬ樣な場合には融 

通前置詞jeを用いてよい』とある。

一體各國語の前置詞には習憤的な,卽ち意 

味や理屈のない用法があり,時にとてつもな 

い前置詞が使われる。Esp.は國際語として言 

語習慣の達った各國人に使用されるのであっ 

てみれば,時によっては適當な前置詞の選定 

に迷うことがあるかも知れない（そう無暗に 

起り得ることではないが）。そんな時苫しまぎ 

れに自國語の習慣そのまゝの變な前置詞を使 

われては誤解が起る。そう云う場合のために 

址が考案されてある。當りさわりのない『卽 

ちきまった意味のない前置詞であるから関き 

手に何ととられるか心もとない樣であるが, 

實際そう云う樣な場合は國語では意味なく勝 

手な前匱詞を用いているのであるから,jeを 

用いても當らずと雖も遠からずで,意は充分 

汲めるし,且つ變な前置詞を用いて反って誤 

解を招く心配はなくなるわけである。

此の如く jeは國際語として空ことに 

救窮の妙案であるが，或人がjeはazena 

ponto por komencantoj （初學者に對す 

る「こけの椅渡し」）であると云った如く, 

他に適當な前置詞があるのにjeを濫用 

するのは意味を不明瞭ならしめ感心出來 

ぬ。さればザ博士も『jeは濫用せぬがよ 

い。Jio jeの代りに前置詞をやめにし 

て目的格を用いても足りるものである』 

と注意され,Ekzercaroに次の諸例を擧 

げて（Fundamenta Krestomatio, p・ 9） 
說明されている:

Mi ridis je lia naiveco • • • • （a） 
=Mi ridis pro lia naivec〇…・・ （b） 
=Mi rid s lian naivecon•• ••（＜?） 
彼の朴訥なのには笑った。

cm これは亦『（朴訥）がおかしくて（笑っ 

た）』のであるから（〇の如く jeの代りに原 

因を示すpwを用い彳耳るし,又（c）の如く前 

置詞をやめにして目的格を用いても同じ意で 

ある:『彼の朴訥を笑った』。

Je la lasta fojo mi vidis lin ĉe vi. 
=La lastan fojon mi vidis lin ĉe vi.

この前あの人には貴家でお目にかゝり 

ました。

〔註〕是は『時』を示す所謂『前置詞省略 

の目的格』である。

Mi sopiras je mia perdita feliĉo.= 
Mi sopiras mian perditan feliĉon・ 私 

は失った幸脇に未練がある（失った幸 

福を惜しみ戀う）。

て注意〕（£）・更にZamenhof博士は 

次の如く附言している:『上記の法則（je 
の代りに目的格を用い得ること）よりし 

て次のことが云える:或る動詞が目的格 

を伴うべきもの（卽ち『他動詞』）である 

かどうかわからぬ時には常に目白勺格を用 

いてよい〇例へばobei al la patro （父 

に服從する）とも云えるし,又obei la 



patron （父の云う事をきく）と云っても 

よい。但しそのために意味の曖眛を來た 

すおそれがある場合には目的格を使わぬ 

事〇 例へば pardoni al la malamiko 
（敵に恕を與える）とpardoni Ja mal
amikon （敵を恕してやる）とも云ってよ 

いが,必ず pardoni al la malamiko 
lian kulpon （敵にその罪を恕してやる） 

と云うべきである』（卽ちpardoni la 
malamikon lian kulpo力と目的格を二 

つ重ねるのは意味の明瞭さの上から感心 

出來ぬ。）

歐洲國語では文法上,目的格を伴わすべき 

观詞たる『他動詞』に對して,『自血詞』とは 

目的格を伴い得ぬ動詞,卽ち必ず何か前置詞 

を仲介にせねばならぬ動詞のことを云うので 

ある。例えば英語で!augh, sighなどが普通 

の意味,卽ち口動詞として用いられる場合,直 

接に目的格をつけてlaugh his naivety, sigh 
mylost happinessなどと云うことは出來な 

い。必ずlaugh at his naivety, sigh for my 
lost happinessと云わねばならぬ。然るに 

EsP・では前記の如く前置詞を用いてもよく, 

前置詞を省略して目的格を用いてもよい。又 

诂などは明かに自動詞であるが,Esp・では 

iri sur la vojo としても,iri la vojon （道を 

行く）としてもよい。依てiriも受身にして 

la vojo irita （たどりし道）などとも云えるこ 

とになる。

〔注意J （ĝ）.前述の如く jeは謂わば 

初舉者に對する救助策みたいなものであ 

・るが,Zamenhof博士自身初期の著作に 

ieを用いていたのを（是は用例を示すっ 

もりもあったろうが）,後には他の前置詞 

，に更めた例も多い;----

Glaso da vino estas glaso plena je 
vino. （Ekzercaro § 32）・ 酒一杯と 

は酒で滿ちた杯のこと。

N aj okuloj estis plenaj de larmoj.

(Rabistoj, p. 46)吾等の冃は淚で 

t 一杯になった。

Kiu sin okupas je ĥem 〇, estas 
ĥemiisto. (Ekz. § 32)化學に從事 

するものは化學者である。

Per tiuj objektoj sin okupas eks・ 
kluzive viroj. (Marta, p. 35) そ 

の業ロに從事するのは男に限られ 

ている。

La klubo Londona povas est fiera 
je la rezultatoj de sia unujara 
penado.(1904年蓄音機吹込 說) 

ロンドン俱樂部はその一年間の努 

力の效果を誇られて然るべし。

Ili estas fieraj pri tiu nomo de 
utopiistoj・(1906年大會演説)空 

想家と云うその名を誇りとする。

Ŝi estis mirinde simila je Marion 
en ŝia lasta temp〇. (Bata】〇 de 
1'vivo, p. 80)彼女は不思議な位 

立去った頃のマリオンに似ている。

En la falsaj tonoj de lia rido tremis 
io simila al kompat〇. (Marta, 
p.184) 作った様な笑の調子には

何か憐憫に似たものが響いていた。

Homa okulo neniam satiĝas je ar・ 
gento kaj oro. Fund. Krestom., 
26)人間の眼は金銀に飽くことな 

し。

Vi satiĝos de pano. (Sentencoj de 
Salomono, 37)汝はパンにて腹滿 

・つペし。

I Ĉu eĉ la strataj buboj de Kordovo 
ne montradis sur sian 1 apon, 
amuzigante^ li,1 iel je la frene- 
zulo? (Fund. Krest.,105) コル 

ドヴの惡童共は自分の頭を指さし (201)17



* て(こゝが狂っているんだぜと云っ 

て)狂人をからかう樣に彼をからか 

って面白がったではないか〇

Nun vi denove moke amuzis vin 
t pri mi. (Fabeloj I,14)またお

'れを愚弄して面白がったな。

『Estus bone konsenti je tiu ĉi provo. 
但amleto,164)この試みに同意 

岸, したがよかろう。

Mi konsentas pri viaj kondiĉoj・ 
(Marta,122)お申出の條件承諾 

いたします。

Mi sopiras je mia perdita feliĉo. 
(Ekzercaro) 失った幸福がなつか 

しい。

Si certe sopiras pri mi. (Fabeloj,
< II, 60) きっと私のことを思って 

遇いたがってゝくれている。

En sia malĝojo ŝ:. sopiris al siaj 
fratoj. (Fabeloj I,104)悲みに沈

>んで兄弟逹に想いを馳せた。

zLi edziĝis je Raĥel. (Rabeno B., 
17)ラヘルをめとって夫婦になつ. 

た。

Ĉu vi ne volas edziĝi kun via 
kuzineto Sara ?(同書同1 j )從妹 

のサラと結婚しないか〇

(Mi sekve estas je unu jaro pli 
juna. (Marta,174) 一年々下です〇

< Tio estas mia kuzino, malpli juna
ol mi per kelke da jaroj・(同書

ゝ113)いくつか年上の從姉。 ・

'La tendo estis provizita je la plej
belaj kusenoj. (Fund. Krest., 56) 
テントにはとても美しい新團力栽

S備してあった〇

：8〔202) I Kelkaj provizis sin per buterpanoj・

I (Fabeloj II, 62)バタパンを用倉
'して來たものが何人か居た。

ije Ia unua rigardo oni ne povis 
supozi en li tre bonajn dezirojn 
por aliaj homoj. (Eat・ de 1'Vivo, 
13) 一見した處では•彼の人となり 

にたいして他人に對し好意を持つ 

ていそうに思われない。

Laŭ la unua rigardo ĝi ŝajnis eĉ 
facila・(Revizoro, 48) 一見し(て 

判斷し)た¢、けでは反ってやさしそ 

うにさえ見えた。

En la kabineto mi de unua ri
gardo ekkonis metiejon be bot・ 
isto. (Fund・ Krest.,112) 小部屋 

を見るとーとHで(最:初から)それ 

は靴屋の仕爭場であることがわか 

った。

Je la unua fojo ŝi sentis larmojn. 
(F. Krest., 59)初めて彼女は淚を 

催したのであった。

• Trans la buŝon de la rigidmiena 
mastrino Ia unuazz fojon gli is 
nun rideto. (Marta, 33)初めて

・ 口元に微笑をもらした。

〔註］Povla unua fojoとしてもよい。

Ĉiu aparte kulpa je rompado de 
la paco de V lando. (Batalo de 
FV.,18)皆夫々此の阈の平和破浚 

に罪がある〇

Ne la rusa gento estas kulpa en la
1 besta buĉado en Bjelostok (1906- 

年演說)ビエロストクに於ける野蠻 

な虐殺に罪あるはロシヤ民族では 

ない。

Pri t:〇 mi ne estas kulpa. (Rabeno^ 
52)それは私のせいではない。



Cambro por virinoj

Hungarujo, Nia Amiko
ii

Toki KAWAHARA
Mitue YAMAGATA

En la nacia karaktero de la hun-
ヽ・ garoj ankoraŭ nun vivas batalema

spirito de mongoloj, kaj junulojn ili edukas en militista maniero. Profunda 
respekto al la reĝa trono depost Attila la Granda, forta amo al la patrujo 
kaj arda konscio pri sia nacio kaj renovigo formas nemalmultajn societojn 
por junularo, ekzemple: ■

Unuiĝo por Korekti la Pactraktaton—konsistata el hungaroj ne 
nur enlandaj sed el ĉiuj partoj de la mondo. Ĝi havas viran kaj virinan 
sekciojn kaj celas korekti T r ianon-Pactr akta ton.

Federacio de Tutlandaj Societoj—estas unuiĝo de ĉiuj societoj kaj 
grupoj de la tuta lando ne konsiderante politikajn opiniojn aŭ ideologojn- 
Ĝia celo estas unuecigi publikajn opiniojn kaj per tio forte sinteni en 
internaciaj rii atoj.

Revente Rondo—Laŭleĝa tutlanda organizo simila al la junularaj 
asocioj en nia lando. Viroj de la aĝo de 16-22 jaroj apartenas al ĝi. 
Membroj de la rondo vestas sin per blanka kotona uniformo, portas 
ponardon ĉe la flanko kaj severe sin ekzercas kiel malnovaj militis toj aŭ 
spartaj junuloj. Ili atendas ŝancon, kiam ili batalos por reakiri la perditan 
teritorion por la patrujo.

Move Rondo—estas antaŭulo de Revente Rondo havanta la saman 
celon kun la lasta. Ĝi konsistas el viroj de aĝoj pli ol 22 jaraj, kaj 
ekzercas la membrojn ĉefe en kuglopafado-

Hungaroj vivas kun firma konscio kiel orienta gento kaj kredas, ke 
unuiĝo de gentoj kondukas la homaron al la lasta feliĉo kaj por tiu celo 
ili energie laboras. Eble tio estas kaŭzo ke ili estas tre amikaj al la 
japanoj. Sed alia kaŭzo kuŝas en tio, ke en la 19a jarcento Rusujo, 



utiligante Eŭropan Sanktan Unuiĝon, subtenis Aŭstruĵon kaj tute subpremis 
revolucion por sendependiĝo de Hungarujo. Pro tio hungaroj tenis nefor
geseblan malamon kontraŭ Rusujo. Kiam Japanujo venkis Rusujon en 
Japana-Rusa Milito, ili sentis kvazaŭ ni venĝus ilin. Novaĵoj de nia venko 
vekis ĉe ili tiel grandan sensacion, ke ili esprimis ĝojegon per procesioj 
kun flagoj kaj lanternoj・ しa fakto, ke iuj eĉ nomis sian filon '' Togo " aŭ 
"Nogi", rakontas ilian sopiron por nia lando.

Nun ni turnu la rigardon sur la industrion de Hungarujo. Laŭ la 
klimataj kondiĉoj kaj historio ĉefaj vivorimedoj de la hungaroj estas ter
kulturo kaj paŝtado. Ĉefaj terkulturaj produktaĵoj estas tritiko, maizo, 
terpomoj, sukerbeto, vinberoj, kanabo, tabako, fruktoj, ktp. Porkoj, bovoj, 
ŝafoj kaj ĉevaloj estas bone paŝtataj. De la nomada periodo en Turan 
Ebenaĵo la hungaroj estas talentaj paŝtistoj. Sed ili ne ŝtatas esti rigard
ataj egalaj kun la ciganoj, kiuj ne havas patrujon nek kulturon・ Ili fieras, 
ke, kvankam ili nomadis serĉante herbejon, ili estis kulturita popolo, kiu 
havis ordojn, kleron kaj artojn.

Iliaj prapatroj ne havis fiksitan domon, ĉar ili devis ĉiam transiri 
serĉante akvon kaj herbojn. Ili loĝis en tendoj, kie troviĝis kofro kun 
diverskoloraj floroj, vestoj kun belaj brodaĵoj, ktp. Ĉio aspektis bele kaj 
pure kiel en malgranda templo・ Viroj, virinoj kaj servistoj respektive 
havis apartan tendon kaj ordoj estis bone tenataj・ Ni imagu ilian vivon 
plenan de poezio kaj kanto! La aero estas plena de floroj, kaj birdoj 
en la arbaro kantas gaje. El virina tendo aŭdiĝas bela kanto kaj sono 
de spinilo. Ekstere blekas juna ĉevalo kun sendito al la najbara vilaĝo 
sur la dorso. Komercisto vendas &utagajn necesaĵojn por la vilaĝanoj. 
Kiam vesperiĝas, ĉirkaŭ la ruĝa flamo de fajro kolektiĝas &uj vilaĝanoj 
kaj jen pro admiro, jen pro ĝojo dancas ĉardason. Tiu ĉi ĉarma danco 
riĉa de turniĝo ankoraŭ nun vivas kiel"hungara danco." Ili estas ankaŭ 
bonaj muzikistoj kaj lertaj kantistoj. Foje nia koro sopiras, ĉu tio ne 
estas vere paradiza vivo. Sed kiam ni trankvile pensas, ni ne povas 
konsenti, ke tio estas pli feliĉa vivo ol moderna civilizita vivo. Male, ilia 
vivo estis eĉ mizera, oni povas diri. Oni povas imagi, ke iam ili kelkajn 
tagojn devis vane vagadi netrovante herbejon kaj fine brutoj mortis mai- 
sataj.

Ĉiuokaze sango de praavoj fluas en la modernaj hungaroj. Ili ŝatas 
kanton kaj dancon. En vilaĝoj malproksimaj de la ĉefurbo Budapest



Reĝa Kastelo, Budapest 

ankoraŭ nun vilaĝanoj vestas sin per karakteriza popola kostumo en 
festaj okazoj kaj dancas kaj kantas. Pas诅 kaj samtempe melankolia 
melodio de ilia kanto tuŝas la koron de fremdaj vojaĝantoj. Sed en la 
moderna Hungarujo tia lirika kampara vivo ne estas ĉio. Ankaŭ industrio 
prosperas. Inter agrikulturaj produktaĵoj estas faruno, vino, tolo, ktp- 
Toi teksado, fer- kaj ŝtal-industrio estas ankaŭ menciindaj.

En la eduka sistemo tiu ĉi popolo estas nia antaŭiranto, ĉar jam en 
la 18a jarcento ĝia leĝo decidis, ke la reĝo administras lernejojn・ Trafiko 
sur la tero kaj akvo estas bone progresinta. En la ĉefurbo troviĝas 
pompa reĝa palaco, ŝtataj oficejoj, belarta muzeo, teatroj, hoteloj k.a. 
Nenio mankas tie por esti moderna civilizacia urbo.

Ĉe la fino ni atentu iom pri la esperantaj aferoj en Hungarujo. Tro
vante sin en multlingva Mez-Eŭropo, Hungarujo estas fekunda tereno por 
internacia lingvo. Kvankam Esperanto eniris la landon nur en 1897, ĝi 
bone enradikigis kaj montris konstantan progreson ĝis la eksplodo de la 
Granda Milito. Post la silentaj jaroj dum la MiHto la movado reakiris 
spiron kaj pli kaj pli vigliĝis, kaj malgraŭ la malfacila situacio de la 
nuna tempo la hungaraj samideanoj laboras energie por nia afero. Pre- 
cipe ni ne povas forgesi mencii la meriton de hungaroj en la esperanta 
1让eraturo- Kiu ne konas nomojn de Kalocsay kaj Baghy ? Pri ili ni ne 
bezonas multe komenti, ĉar iliaj nomoj estas tro familiaraj por la tutmonda
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esperantistaro. La genia plumo de tiuj ĉi eminentaj verkistoj naskis 
multajn originalojn kaj tradukaĵojn, kiuj senlime riĉigis esperantan litera
turon. El Budapest aperas impona literatura gazeto " Literatura Mondo 
kiu fakte prezidas nian literaturan mondon. Do, nun Budapest estas 
ne nur la ĉefurbo de Hungarujo sed ankaŭ la metropolo de la esperanta 
literaturo. . •

Pere de Esperanto, ni povas konatiĝi kun majstroverkoj de la hungara 
literaturo. Krom ampleksa " Hungara Antologio ヽ ni legas " Tragedio de 
F Homo" de Madach, u Johano la BravaM de Petofi, Morgaŭ Matene 
de Karinthy ktp.

Hungara nacio! Kvankam ĝi travivis diversajn mizerojn situante 
inter la mezeŭropaj potencoj, nun ĝi per unuanima patriota spirito forte 
sintenas kiel orienta gento en Eŭropo.

(La fino)

Turiike KBS-foto

Notoj pri Florarango
ii

Yukiko ISOBE

Kun la starigo de la ŝoguna registaro en 
Kamakura la lukseco kaj gracieco de Heian 
periodo estis anstataŭita de simpleco kaj 
pureco pro la granda influo de Zeかfilozofio. 
Tiu tendenco estis klare videbla en la kul
turo generale, tamen rimarkinda ŝanĝo oka*  
zis en domkonstruo : ĝia ĉefa stilo transiris 
de Sinden-zukuri, tipa formo de loĝejoj en 
la antaŭa epoko, al plisimpla Syoin-zukurif

en kiu oni adaptis la altaron de みかsekta preĝejo, kun intenco enkonduki 
la spiriton de Zenismo al la aktualeco de la vivo. Sekve leviĝis demando 
por taŭga florkompozicio ornami tiun novan produktaĵon, tokonoma. Por



solvi la demandon, sinteza formo, konata " SeikaM elvolviĝis el Rikka 
kaj Soka, kaj iom post iom ili elpuŝis la kompleksan kaj pompan Rikka, 
女is fine la lasta apenaŭ retenis sian lokon konservitan en la kortego, 
temploj kaj domegoj; kaj nuntempe ni tre malofte vidas iliajn figurojn 
nur en specialaj okazoj. • »

D巳la vidpunkto de kultura historio, la Muromati periodo estas ri・ 
markinda・ Kvankam la Asikaga ŝogunoj estas ĝenerale traktataj de la 
historiistoj kiel malvirtaj, egoistaj regantoj kiuj indulgis sin en sinamu- 
zado, farante nenion notindan por la bono de la ŝtato kaj popolo, tamen 
ili—precipe Yosim;tu, a 3a ŝoguno, kaj Vosimasa, la 8a—postlasis plej 
valorajn kontribuojn al la kultura progreso, protektante kaj kuraĝigante 
la artistojn de diversaj kampoj.

Komenca, reflektante la altan guston por la arto sub la regado de 
Vosimitu, Seika havis rafinitan kompozicion, kaj pli poste en Higasiyama 
periodo akiris preskaŭ perfektan formon kiel ni vidas hodiaŭ< Ni 
aŭdis, ke Ydsimasa mem multe interesiĝis en la floraran女〇 kaj ricevis 
instruon de la virtuoza majstro Sojmi, kaj fariĝis tiel lerta, ke li starigis 
sian propran skolon, " Higasiyama-ryu

Krom Soami, distingitaj personoj en tiuj tagoj estas Senzyun, Sensin, 
Syuko, kiuj multe kontribuis por Ia plialtigo de la nivelo de F arto de 
floraranĝo. Senzyun, la 26a estro de Ikenobd skolo, verkis du valorplenajn 
volumojn pri la stiloj de Rikka kaj Seika. Li estis honorigita ce Yosimasa 
per la tito1〇 ‘‘ Dai-Nippon Kado no Iemoto'' (La ĉefo de Ia arto flor aranĝo 
de Granda Japanujo).

Preskaŭ samtempe aperis fama verko " Sendensyo 二 kiu kronologie 
kovras la periodon ĉirkaŭ de 1450 ĝis 1550 kaj estas konsiderata eĉ 
ankoraŭ nuntempe plej aŭtoritata libro pri la floraranĝo, malgraŭ ke Ia 
aŭtoro ne estas k ara. (Iuj diras, ke la aŭtoro devas esti Sdami, sed 
mankas pruvoj identigi.) Ankaŭ " Ikenobo Sen-o Koden '； baldaŭ poste 
verkita de Sen-o havas grandan reputacion. En la du libroj la verkintoj 
priskribas detale la komentojn kaj regulojn pri diversaj kompozicioj de 
floroj kun multaj ekzemploj.

En Momoyama periodo, sub la patroneco de Taiko Hideyosi, tecere-



monio plene floris :la genia majstro Rikyŭ komplete instituis ĝin kaj por 
la unua fojo provis konstrui malgrandan teĉambron kun kvar kaj duono 
matoj da larĝeco sendependan de la loĝdomo. Kompreneble jam de la 
tempo de Yosimitu floroj aran女让aj en Se^ka-formo estis treege bonvenigitaj 
kiel necesa ornamaĵo por la akceptejo, kie teceremonio okazis, sed alia 
nova stilo debutis dank' al la kreado de la sendependa teĉambro, en kiu 
multaj eminentaj temajstroj klopodis doni malpli formalan esprimon al 
iliaj floraj kompozicioj, ne ekzakte sekvante regulojn de la populara formo, 
Seika, nek neglektante ilin. Tiu ĉi aranĝmaniero estas konata kiel Nage・ 
ire. En pli larĝa senco, Nageire povas esti rigardata kiel alternativa nomo 
por Soka, kiu, kiel mi menciis antaŭe, estis aplikata en konsiderinda 
grado por dekori loĝejojn aparte de Rikka. ‘

Troviĝas Kobori Ensyŭ, Oda Yŭraku, Huruta Oribe, Katagiri Seki- 
syu inter la famaj sekvantoj de Rikyŭ. Estas notinde, ke en tiu tempo 
la floraranĝo disvastiĝis en la klaso de feŭdalaj nobeloj kun granda 
rapideco kune kun la teceremonio: eĉ aŭdacaj militistoj kiel ekzemple 
Hosokawa Tadaoki, Hukusima Masanori ks dediĉis sian libertempon por 
studi la floraranĝon kaj teceremonion. Postlasigis multaj interesaj epizodoj 
de Hideyosi, Rikyŭ kaj la aliaj personoj supre menciitaj rilate al tiuj ĉi 
artoj. Sed bedaŭrinde mi nun devas ŝpari tempon kaj ne tumi nian 
atenton sur tiujn.

Dum Nageire estis ekskluzive aplikita en teĉambroj por esprimi la 
spiriton de la teismo, ordinalajn akceptejojn oni ŝate dekoris per Seika 
entenanta pli da lukseco kaj kolorriĉeco kompare kun tiu en Asikaga 
periodo. En la pentraĵoj de la brilantaj tagoj de Momoyama periodo ni 
certe trovas desegnojn similajn al tiuj ĉi florkompozicioj>

Unuvorte Seika emfazas la belecon de la formo, precipe de la linioj, 
kaj Nageire celas montri la naturecon de 1a floroj uzataj. En ambaŭ 
formoj floroj estas preparitaj en tri diferencaj tipoj laŭ la lokoj ornamataj, 
nome Okiike (aranĝmaniero taŭga por meti sur tokonoma), Turiike (tiu 
por pendi de plafono) kaj Kakeike (tiu por alkroĉi sur la muron aŭ 
pilastron).

Jen venis la longa vico da pacplenaj eraoj de Tokugawa ŝogunoj. En



Ia komenca parto de ilia reĝimo la modoj de ambaŭ Seika kaj Nageire 
ne multe ŝanĝiĝis de tiuj de Momoyama. Sed ĉi: kau Genroku periodo 
oni komencis apliki tre artifikajn teknikojn al Seika pro natura sekvo 
de la luksega tendenco de la socio. Ekzemple oni faris greftaĵon sur 
branĉoj, aŭ ekstreme kurbigis ilin per gladileto, aŭ cirkligis longajn foliojn 
de narcisoj kaj similaj. Ankaŭ florvazoj en fantaziaj formoj kun belaj 
desegnoj sin prezentis en modon, kaj ofte la vazoj estis faritaj el altvarolaj 
materialoj, oro kaj arĝento.

Se ni malfermas librojn eldonitajn en tiu epoko, " Rikka Ziseisyo 
"Rikka Hidensyo'' kaj aliaj, ni povas dank' al multaj ilustraĵoj rekoni 
tre klare karakterizon de la aranĝmaniero tiam favorita.

Tio estis sendube nenormala stadio en la historio de flor aranĝo. Bal
daŭ oni eksentis enuon en tro da artifiko, kaj multaj skoloj, malnovaj 
ortodoksaj kaj nove ŝprucitaj, konkure celis la renovigon de tiu ĉi arto・

Aliflanke Nageire komencis okupi sin ne nur en teĉambro, sed ankaŭ 
en ordinaraj ĉambroj. Ĝis tiam ĝi estis tute subalterna al la tuta skizo 
de dekoro en teĉambro, kaj ŝuldis plejparte sian progreson kaj sukceson 
al la teceremonio ・ Sed la voko renovigi flor arton kaj la naskiĝo de mul
taj skoloj eblis doni al Nageire novajn konsciojn kaj metodojn aplikeblajn 
al aliaj lokoj sendepende de la teĉambro. Tial Seika kaj Nageire, flanko 
ĉe flanko, regis en la medio de la 
arto floraranĝo, kaj &uj skoloj sen
escepte klopodis reguligi la stilojn de 
unu el la du aŭ de ambaŭ laŭ res
pektivaj gustoj. Koncize dirite la 
unua ĝuste korespondas al formal- 
istaj laboraĵoj en aliaj belartoj, kaj 
la alia al la naturalistaj.

{dati rigota)

Okiike KBS-foio



Speciala anteno taŭga por radio-stacio
A

Keizo HASIDA
Direktoro de Senri-Sendstacio de JOBK

Evoluo de anteno, de Ilertz^a ĝis Mar conica.

Nuntempe, estas malofte, ke oni vidas simplan antenon starigitan verti• 
kale, kiel maldekstra bildo en Fig.1(A)・

Hertza Marcon：红

H
V

〇〇

grundo
〃ノノノノノノノノノ〃ノ〃ノノ ノ〃ノ〃刀"〃〃/ノ/〃”

(A)

Oni nomas ĝin u simpla antenoM au u Hertz^a anteno por honorigi la 
iniciaton de la eminenta profesoro Hertz. Bedaŭrinde ne aperis sekvanto al 
li ； kaj poste junulo Marconi memstare elpensis dum sia laborado, aliforma n 
antenon, kiu havas horizontalan fadenon aldonitan ĉe la supro de la vertikala 
fadeno. (Vd. Fig. 7A.) ' 届.. .二

Per tiu rimedo, li sukcesis eviti tre ĝenan laboron en la praktiko, ĉar per 
】a aldono de la horizontala fadeno H, li povis multe ŝpari la altecon de la 
vertikala parto V, por gajni la saman efikon, kian posedas tre alta anteno de 
Hertz*a  tipo. Estas kompreneble, ke starigi longan fadenon vertikale estas 
multe pli ĝena laboro, ol subteni ĝin horizontale-

En tia punkto Marconi'a tipo estas pli efika, sed troviĝas konsiderinda 
diferenco inter la karakteroj de la du tipoj・ Jen, (Vd. Fig. 1B.') estas evidente 
kiamaniere Marconi a sistemo disradias la energion, dum Hertz'a rimedo dis・ 
radias la energion egale en ĉiu direkto.

Rigardante la bildon, ni povas facile kompreni, ke la regiono en la direkto
de la sago A, estas pli favorata pri la forteco de disaŭdiga ondo, kompare 
kun la ceteraj partoj.

Multaj ingenieroj prudentaj tamen ofte profitas tian neegalecon por la 
disaŭdigo al nerondforma regiono aŭ en la okazo, kiam ili estas devigata 

26 (210) instali stacion malproksime de la centro de la regiono.



Malagrabla ŝanĝiĝo de la ricevsono ĉe malproksima loko de la stacio.

Por servi al niaj aŭskultantoj per klaraj voĉo kaj sono, speciale por doni 
guon de bela muziko, oni instalis pli kaj pli grandan stacion kun impona■
kapableco. Dum lastaj kelkaj jaroj, la misio de disaŭdigado estis plenumata 
en tiu ĉi direkto, kaj oni sukcesis en certa grado. Sed oni baldaŭ trovis, ke 
ia limo kuŝas en tiu direkto.

Multaj aŭskultantoj plendis al la stacio, ke ili ne povas ĝui la disaŭdigon 
agrable, kvankam la sono mem estas sufiĉe laŭta, precipe en la nokto. Inter
tempe la plendo atingis ĝis tia grado, ke eĉ bonegaj programoj ne povis 
estingi ĝin.

Post pena esplorado, sciencistoj klarigis, ke la kaŭzo estas velkado de 
elektra ondo, kiu velkas dum sia irado tra la aero de centkelkaj kilometroj 
for de Ia sendstacio. Laŭ ilia argumento, oni komprenas, ke ni sendas sam
tempe du ondojn per unu anteno, nome spacan ondon kaj grundan ondon. Kaj 
aliflanke, en la alta ĉielo ni havas misteran tavolon de aero, pri kiu mi volas 
parenteze klarigi jene. (VW・ Fig. 2：)

------------------------------------------------ … tavolo rei7ek

Ĝenerale, la spaca ondo ricevas reflekton ĉe la mistera tavolo, kiu troviĝas 
tre alte en la aero. Tiamaniere reflektita ondo ree unuiĝas kun la grunda 
ondo ĉe la loko malproksima de la stacio. La spaca ondo estas tute ŝanĝi
ĝema laŭ diversaj kondiĉoj de la meteoro, ekzemple vento, pluvo, fulmo kaj 
aliaj. Sekve la sumo de la du ondoj neniam tenas konstantecon. Vi, legantoj 
facile komprenos, ke en tia okazo, la radio aŭdiĝas aŭ laŭte aŭ mallaŭte, tute 
ne rilate al la sono donita tra mikrofono.

Tia ŝanĝiĝo neniam estas tolercbla, ne nur de la flanko de tekniko, sed 
ankati de muzikarto. Do, sen ia troigo oni povas diri, ke la velka fenomeno 
tute pereigas la esencon de la disaŭdigo. Pro tia fakto, ni ne povos vastigi (211)27



•ra servotan regionon super iu limo, per la rimedo nur pligrandigi la kapablecon 
de la stacio・

Tiu limlinio troviĝas tute klare sur la loko, kie la spaca ondo estas egal- 
forta aŭ pli forta ol la grunda, nome, centkelkajn kilometrojn malproksime de 
la stacio; kaj nur en la interno de la sfero ĉirkaŭita de la linio, oni povas 
havi sekurecon de la disaŭdiga entrepreno・ Precipe pri disaŭdigo de muziko, 
tio estas tre grava. Tia sfero estas nomata "serva areo/1

Plej taŭga formo de la anteno.

Laŭ ĝis nun klarigita fakto, estas evidente, ke grandigi la potencon de 
ondo super certa limo estas vane por la plivastigo de tiel nomata serva 
areo. Al ni restas nur unu rimedo, nome, iamaniere malplimultigi la spacan 
ondon, kiu kaŭzas la velkadon.

Do, per kia rimedo ni prosperos en tiu celo ? Por tio oni cerbumis pri 
anteno de radiostacio, ĉar la maniero de disradiado de elektra ondo dependas 
de la tipo de anteno; kaj oni gajnis tre simplan konkludon, nome, revenu al 
Hertz!

La alteco de anteno estu juste aŭ iom pli alta ol la duono de ondolongo 
de la radiostacio. Tiam ni povos malaperigi la spacan ondon, kiu ĝenadis la 
malproksimajn aŭskultantojn. Tian antenon oni nomas u kontraŭvelka anten〇.,,

Kvaron^ 
a

duto皿 

b
duona

:刃〃〃〃〃什//§似他^

duona 
c

:Hertzk
〇 ________ _ _
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Bildo a en Fig. 3 estas la unue elpensita kvarona anteno de Hertz. Kiam 
la ondolongo estas malgranda, estas facile plialtigi ĝin al la duona anteno, kies 
alteco estas duono de la ondolongo, sed por la ondolongo de ĝenerala disaŭ
digo, tio ne ĉiam estas facila.

4 28 (212) Ankaŭ per Marconi^a anteno aŭ T-forma anteno, kiel bildoj montras, ni



第27回日本エスペラント大會日程

笫I日

4月23日（金）大會受付正式開始

午後6時一9時前夜懇議會

會場大阪早稻田俱樂部

（市電信濃摘交又點日淸生命館6階） 

敗!餐を共にし,各地方の講習,宜傳,會 

金か法,更に全國的な運動の諸問題,小 

坂賞,試驗制度等の遅用方法,大會の使 

命等我が運動全般に亘り,嚴格な協議會 

の形式を採らず，隔意なき自由な意見の 

交換を行い,所謂大命氣分を釀し出す最 

も興味あり,且つ丞大な意義ある會合。

笫口日

4月29日（天長節）

命場 大阪市中央公會堂C中之島公園） 

午前8時開場

午前9時天長節祝典

大會開會式

大會委員會幹事挨拶

大會役負選擧

大會名譽會喪祝辭

大會々長挨拶

大會參加者代表挨拶（但し一名の事）

（各地代衣挨拶は畫餐會其他に譏る） 

普通轼敏合格者證書授與式 

小坂赏授與式

午前10時大會協議龜

記念撮影

正午一午後1時半畫餐费

各地代表の挨拶

午後1時半去士稱濱

國際協會和歌山支部長小笠原嚳志雄氏

磯部幸子孃,ハ木日出雄博士,久保貞 

次郞氏

財團法人8本エスペラント學盒總倉

午後3時市內見學

第］班 觀光艇水都」

第2班電氣科學館プラネタリウム

其他

午後6時分科會

愈場中央公會堂地下食堂

IEL,科學者,カナモジ,ローマ字,觀 

光,切手蒐集，佛敎,キリスト敎等 

（夕食は各分科倉每に用意あり）

第IH日

4月30日（日）

午前8時半....

協議會C分科會其他報吿）（會場未定）

閉倉式

市外見學费塚

なお高等試驗（29 H）の時刻，會場未定.

參加申込所 大阪市西區靱南通り!日淸 

生命館大阪早稻田俱樂部氣附

第2?回日本エスベラント大會準備委員會 

參加費1圓,張養會费60錢.寫/代50 
錢,市內觀光費50錢,前夜懇親吻姿秤費 

70錢,寶塚入闌料30錢,座席料30錢

imiiiiiiiiiii111111111iii11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111Hiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiniui 

povas atingi la celon. Precipe T-forma anteno estas la plej malmultekosta 
por efektivigi la celon, kvankam por nia disaŭdiga ondolongo ĝi estas kompare 
multekosta.

Por vastigi la servan areon, nunaj altpotencaj sendostacioj en la mondo 
havas tiajn altajn antenojn senescepte・ Ekzempe, JOAK, la Tokio radiostacio 
havas du Hertzajn antenojn, tre altajn kiel vi jam scias. Unu el ili, por la 
unua disaŭdigo, estas 272.03 metrojn alta, kaj la alia, por la dua disaŭdigo, 
estas 181.03 metrojn alta. Ambaŭ estas kelkajn procentojn pli alta ol la 
duono de la respektivaj ondolongoj.

Nun, mi supozas, ke vi legantoj bone komprenis, kial la radiostacio havas 
tian kolosan antenon multekostan・ (213) 29



La Revuo Orienta

「誌上座談會」そのころを語る

5
」ゝニ地方のエスペラント運動一

:學會をめぐってーいろいろ

・ な話題一將來への見とうし

中田 そのころ船川港町の竹島氏の所へは 

秋田氏の山崎孃その他がとまりきり熱心に指 

導を受けておられ，醫師中村鈕次郞氏も時々 

數里の道を遠しとせず來られて竹鳥氏の範讀 

を!爆命負似ていたようでした。中村氏が秋田 

魁新報紙上に每日短いエス文を投稿していら 

れたのも,その頃のように思われます。それ 

から間もなく竹島氏,近藤養藏工等發也で秋 

田中學校で初等講習會を開いたが講師は誰先 

生であったか失念しました。この講習終了後 

か前かに北日本エスペラント協會・が組織され 

秋田市はエスペラ少トの縣內での誕生地とし 

て一時非常に活潑な活動が締けられ,井上萬 

壽藏氏が秋田運輸事務所に赴任された頃は相 

當數のエスペランチストがいました。當時の 

エスペランチストは現在とは比較にならぬく 

らい熟心だったように思いますが今は一人も 

殘っていません。小坂,大井兩先生のラジオ 

講座開講で刺激されて再び學習し出し昭和四 

年夏,伊藤巳酉三氏をお迎えして横手圖書館 

で初零講習回を開いてから本氣に學脅するよ 

うになりました。ちょうど,この講習の時な 

んかありあわせの赤色繪具をもってボ・スター 

を書いて街頭に貼り出したの力碾上部に書い 

た綠の星を見て街行く人逹はエスペラントと 

ゆうのは何かビールと同じものか等（札幌ビ 

ールの印に同じ）語るを側できいて苫笑した 

ものでありました。それほどエスペラントに 

ついての認識が町民にはなかったので受講者 

を集めるために同志一ただ1人の當時衞上 

試驗所勤務の杉村謙吉氏と2人で町民の嘲笑 

を受けながらポスターの貼り替えをしたり夢 

中になって步き廻っても斯待した程の反響が 

なかったが，開講第一日に約40人の受講者 

を得た時は矢張り難儀した甲斐があったと杉 

村氏と二人で喜び合ったことでした。この講 

習が橫手エスペラントクルーボを生み，のち 

に秋田エスペラント會をつくり,橫手の町が 

ヘロルド•デ・エスペラント誌上に顏を出して 

くれた親となったことを思えば伊藤巳酉三氏 

の御恩は忘れられません。

尾花そのころの大連のエスペラント運動 

について,古參として義務を感じますので， 

簡舉にその初期の思出を述べて見ましよう。 

「大陸的」なる形容詞が最も適切に表現するよ 

うに,大連も大陸の突端にあって頗るオット 

りとした，凡そ文化に緣の遠い文化都市であ 

ったので,此種の運動の發達も極めて遲々た 

るもので,20年前頃に他に同志が居たかどう 

かは知るに由がありません。從って私のお像 

えするのは厂そのころ」ではなくて,厂その後」 

の話でありますから,御容赦願います〇

大連にgrupoの出來たのは大正11年のこ 

とです。現在某要職にあられる陸軍少將，當 

時の滿鐵囑託將校內田莊ー少佐の來連を機と 

し1〇月中旬のータ,青年會館の小室に集っ 

たのが,橫須賀の協倉時代からの內田少佐と 

橫濱仕込の當時滿洲日日新聞の鳥羽修氏,惜 

しくも早逝された熱血の靑年.當時施鐵調査 

課の故E木道之助氏と私の4人 内田氏の工 

スペラント運動情況を伺い，今後の努力を約 

して，感激の初顏合せを終りました。玉木氏 

は，私と同寮で朝晚の挨拶が何痔とはなく工 

スペラント運動の話に疑り热心な同志となら 

れ,12年の滿鐵讀書會雜誌3, 4丿J號に厂或 

寮の男」の名でエスペラント運動記出を寄襯 30 (214)



されたのも同時でした。

大正12年1月大阪朝日子供部の高尾亮雄 

氏が1週間に亘り滿蒙文化協會および靑年會 

館で每日2回の講習をして下さって聽講者 

150名の盛況を呈しました。之には當時文化 

協會に居られたこれも橫須賀時代の先輩であ 

る中溝新一氏に非常に御世話になり,其後の 

運動にも多大の御援助と便宜とをお與え下さ 

いました。これが大連における初めての講習 

會で,翌13年5月には支那旅行御歸途の小 

坂狷二氏をお迎えして講演會と5日問の講習 

會を催し 小坂氏には畫間鐵道工場に於ける 

御調査,御硏究のあとのお疲れも厭わず夕方 

文化協會で,晚は靑年會館でとゆう大車輪の 

講習を續けていただき,非常な成功を收めま 

した。淵田多穗理氏,石原眞一氏,故稻垣刀 

利太郞老のような熱心な鬪士を得たのは,こ 

の時で,大連エスペラント會の組織されたの 

も此年でした。

14年には謄寫版のLa Verda Akacioが 

1，2, 3, 4號と出ました。之は主として石原 

眞一氏のお骨折に依ったものでした。3, 4月 

文化協會における私の初等講習會,7月工業 

專門學校における短期講習會等があっても馬 

芳治氏の如き少壯戰士を得ました。

15年には中溝氏の翰旋で2, 3, 4の3ケ 

月間,大速放送局（JQAK）より每週2冋ラ 

ジオ講座を放送しました。其成界は分りませ 

んでしたが,エス語を紹介するだけの効呆は 

あったようです。これは講座放送では最も早 

いものでした。此年の夏內田氏は大連エスペ 

ラント運動に大なる功績を殘して人連を去ら 

れました。

その後大速のエスペラント界は荒川銜次郞 

氏尾坂政男氏,寛太郞氏,森'京奎二氏黑住 

恒太氏,北尾虎男氏等を次々と加へて,昭和 

4年の第二回滿洲エス大會（第一回は前年奉 

天にて開催）の頃には仲々盛になったのです 

が,之は厂その頃」とゆうには少し新し過ぎ 

る昭和の御代のことですから,割愛すること 

とします。機會を得たら奉天の安部淡吉博土 

ノ、ルビンのパブロヴ氏其他の舊新同志とも御 

相談し 大連のみならず,全滿洲に於ける工 

ス運動の思出話を一本に綴って見たらと考え 

て居ります。希望と翹と眞劍味の籠った,又 

何導外部の拘束を受けなかった當時の運動は

大正7年（1918年）

姬路高校敎授多田齋司 

□本話敎授古澤末治郞
座談會 參加者（人會順）

束京朝日記者椎橋 好

カニャ書店主中原脩司 

大正8年（1919年） 

器幌控訴縈堀眞道 

京城帝大敎授長谷川理衞 

國際觀光局“し・ 册
庶務課長ゾト上出凋切改

吉川貫夫 

首話委員川崎直ー

伊井迁 

輪入會社社口進藤靜太郞 

大正$年（1920年） 

東洋電機技伽保坂成之 

鐵逍技手三右五六 

rtT!植田高三 

金毛研究所大山里華

JOAK國際課成田重郞 

言語委員岡本好次 
委髻後学澤潟久孝 

三宅史平 

滿鐵機械課尾花芳雄 

大朝校閱部藤間常太郞 

溫京凰英家木戶乂次 
千葉翳人敎授咎木で实 
貲學博士知小止大 

2 S野知里慶助

大正10年（1921年） 

晉田圖書娶中田勝造 

岐阜高股敎授渥美棹雄 

國諸協會石修 
編輯主任4晶し

東京府立七中多羅尾ー郞 

慶應大學敎授園 乾も 
馬場商事常務馬場淸彥 

大谷派布敎饰彳匸ii!弘躺i 
鐵道省車輛課根本 潔 

國辂硏究主筆菊澤季生 
東京帝大講師 …マ
東京文理大諜丘 英通 
帥理學博士
工業會社會計下村芳司

大正11年（1922年）

上野孝男

鐵工所係長屮西義雄 

東京帝人敎授讥, 龙曲
醫學博士四 咲用 

婦人子讥洋服山 田 弘 （215）



貧弱乍ら樂しいものでした。

大山私のエス語は大正8年にはじめ翌9 
年から學會の雜誌を第1號から取り1〇年5 
月に長谷川理衞氏を京城に迎えて講習をはじ 

め,その後从は鮮内各地および京城に於て普 

及講演,講翟會を開くこと7-80回に及んで 

居ります。

一時は全く狂的に運團しました。エスペラ 

ント名ゐ長男智惠路(Ĉielo)も旣にこの春中 

學の4年生｝こなります。

靜力に20年の過去を振りかえって見ます 

とあらゆる壓迫と小傷と妨害と無理解のうち 

によくもつヾけて來たものだと思'ます。こ 

の數年はその桎梏から解放されて寧ろ內面的 

活動にうつり一昨年の朝鮮鐵道局の講習指導 

を堆後としてあとはラジオや座談の外專ら嘏 

書に耽って居ります。

咋年は偶然にも長いエスペラント生活のう 

ちに一度は出席して見たいと思っていた大會 

にも名古屋で溶加する光榮を有しエスペラン 

ト同盟の分科會に於て愚見を述べる機會に惠 

まれましたことは此上もない喜びでした。

京城から私が獗れましても城大には長谷川 

氏 京城師範には岡本氏その他朝鮮側には金 

億,魚澈氏等の錚々たる大立物が居られます 

し又新進の方々も澤山居られることですから 

私は當分商都大阪の一隅で實業界に席を置き 

財的ち面に於て將來お役に立たしていたヾけ 

る日のあることを念願致して居ります。

中西 北九州のエスペラント運動に就ては 

行橋エスペラント會の機關誌に何ヶ月かにわ 

たって書いたことがあります。私等の北九州 

というのは關門兩市小倉八幡戶畑若松及び其 

の近接地域を稱すもので,九州の文化の中心 

は福岡で其の影够を受け,福岡に起ったもの 

は直ちに北九州にも傅染する傾向が多いので 

す。北九忡;にエスペラント會が出來たのは大 

正11年かと思います。あの狹い處に7個のグ 

ルーポがあって,それが順番に例阿を引受け, 

北九州エスペラント甕總谛合とゆうフェデラ 

ツイー才を作っていた大正の末期が北九州運 

動の黃金時代でして,門司の大場格,司城利 

幸の兩君,小倉の溝口勇君,中磐勝:玫八 

iの松永親義君，若松の式部寛君,戶畑の堀

江槌雄甘,林道治君,それに明專の土師孝三 

郞君等とゆう連中が,宗敎的熱情で働いて居 

たが,1人去り,1人冷くなり,かくして現在 

北九州にエスペラント會の命脈が保たれて居 

るかどう力、,過ぐる臭召集の大令を拜受歸鄕 

の際も殘念ながら何の音沙汰もありませんで 

した。北九州 は大會をやろうと思う時は決 

してお互いに貧しいエスベランチストの懷の 

みをあてにはしないで,其の土地の有志に寄 

附をして貰い,その寄附もねだりに行くこと 

に上ってエスペラントに對する關心を深めよ 

うとしたのであります。九州大倉を小倉で催 

した時でも，小倉の名士に相當醵出を願った 

のであります。その當時市長代理として祝辭 

を讀んでもらつた小倉市助役であった前田氏 

に應分の寄附をと願いに出向いた大會委弐が 

厂視辭を述べさせ金を出せとはひど過ぎる」と 

叱言を聞き恐縮して引下ったとゆうこともあ 

りました。

菊澤私自身がエスペラントに就て自信を 

持つようになったのは,學翟後半年ばかりし 

て，岡山へ歸省する途中,東京に立寄り,何盛 

三さんの案內でフィンランド公使Ramstedt 
さんと血會させてもらい,エスペラントて話 

合うことが出來てからです。その際,フィンラ 

ンドの宣傳と松岛見物を兼ねて仙臺へ行きた 

いとの希望をもらされたので,早速仏矗でフ 

インランドとエスペラントの宜傳講演您を行 

う約束をなし,その秋それを果して十分な成 

功を收めることが出來たのも嬉しくおもいま 

した。その後エスペラント大會を仙臺で盛大 

に行うことが出來たのも，旣によく知ちれて 

いますし,私□身にとっても懷しい思い出で 

す。

その後エスペラント運動に就ては色々疑遷 

があり,赤の鬪士が入りこんでかき亂そうと 

したこともありましたが，ノト生自身は幸に常 

に中立を維持し,今日まで無事に此連動にた 

ずさわることが出來たのは嬉しいことです。 

エスペラント大會の開催に當っては,ちょう 

どその時の市學務課長が私からエスペラント 

の謨義を聞いて下さった方だったので,特に 

便宜を計られ,市學務課が後援するのは勿論 

電車內のビラも無料で引受けて下さり，また 32 (216)



市の觀光課を動かして數百凰の寄附をされ, 

エスペラントによる松島及び仙臺を世界的に 

宜傳するため,活動寫眞を作成する事が出來 

る樣になりました。もっともはらはらしたの 

は，アメリカから來たS・ro Schererのラジオ 

讓演を通譯放送した際で,あらかじめ話の內 

容の打合せもなく,突然やられたことであり 

ました。僅か15分問ではあったが（通譯時 

間も合せれば3〇分）,その間,きゝもらしは 

しない,分らぬ單語が出て來はしないかと 

—隨分心配しました。併しこれも,幸い抵 

事すんで,エスペラントの言語としてのてが 

るさ,わかりやすさをいよいよ痛感したので 

ありました。

三宅 いろいろありがとうございました。 

まだいろいろの地方なり學校なりのエスペラ 

ント運動についてうかがいたいのですが，關 

係のかたが御客加になっていなかったりして 

できませんから，このくらいにいたしておき 

まして，こんどは，學會を中心とした話題に 

ついて，2-3のかたにお願いしたいとおもい 

ます。まず,岡本さんに，學會との最初の御 

關係,厂新撰エス和」の出るにいたった事情な 

どについて,どう力、。

岡本 大正1〇年4月上京東大藥學科へ入 

學して植田君と學倉へ出入するようになり水 

曜日の例囱の常連になりました。そのうちに 

當時錚々たる東都學生の猛者連の末席につら 

なって，學會の委員（今日の評議負に當る）に 

なったりしている中にエスペラント運動が病 

みつきになりとうとう勺ヨ生をエスペラントで 

棒にふる（？）樣なことになりました。なにせ 

血の氣の多い世間知らずの學生時代であり, 

下宿生活をしていたので社會の荒波も何もわ 

からず,卒菜後のことなんかてんで考えてい 

なかったわけです。

あの時代エスペラントも世間的にだんだん 

もてはやされるようになり,我々學生は先覺 

者になったようなつもりになり，小坂さんを 

中心に使徒のような氣持でした。あの當時工 

スペラント界にも多少の波:闌もありました。 

プーロン宣言が件やホマラニスモ事件，岡山 

大會,仙臺大會での論爭等々いろいろありま 

すが,それらについてはとても僅かの紙數で 

は話しきれませんし 簡單に話したのでは誤 

解もおこりましょう。私は何時か暇を見て昔 

のエス生活の思出を手許の材料によつて書き 

蒐めてみたいと思っています。この20年間 

の生活を書けば一册の本ではおさまりきらぬ 

程です。できれば謄寫版にでも刷って知友に 

頒ちたいと思っています。

大正14年8月小坂さんが鐵道省から洋行 

されることになって學會も宿無しにはなるは 

——それまで小坂さんの借家に居候をしてい 

たので家賃は無料一中心人物小坂さんがい 

なくなるはで木から落ちた猿同然になったの 

です。それで,このピンチをきりぬけるため 

にも，厂講習用書」で相當の利益を見た學會と 

して次に辭典を出すとよいとゆうことは誰し 

も考えることで，そんな意見が委員連の間で 

でました。ところが當時私と同期,またはし 

2年先蜚だった學生の委員連は旣に卒業して 

夫々就職厂躱の第一線で和當の彩について 

いるとゆうので私1人がまず學生で暇が多い 

からとゆうので，結局私が引受けることにな 

ったのです。エスペラント宣傅には安いエス 

和辭典が必要だとゆうこともあの辭典出版の 

大きな動機でした。なるべく簡單なものにし 

ようとゆう話で私の豫定では9月から年末ま 

でかかって編篡し翌年3月迄には發行の運び 

にするつもりで,小坂さんを橫演にお送りし 

てから早速この事にとりかゝったのでした。 

ところが仲々徹定通りにいかぬ。その上始め• 

は單語をうんと少くするつもりだったが,や 

っているうちにもっと單語をふやした方がよ 

いとゆう意見が出たりして,また途中で増加 

するとゆうようなことになり，植字中の一匡 

印刷所をてこずらせるやら大變でした。新撰 

出版のことはROには大正15年4月號に發 

表したにすぎな力、ったが,全國のエスペラン 

チストには旣に計畫時分からこの辭典が出る 

とゆうことがったわっていて，あちこちから 

まだかまだかと矢の催促がくる。講習®をや 

ったが,安價な辭典が出るとゆうので待って 

いるといってくる。——當時出ていたエス和 

は千布氏の大成エス和辭典で定價2圓でした。 

東京の連中も私の顏を見るとまだかまだかと 

催促する。それで私もとうとう困って暫くは （217）



學會の水曜會も缺席して專ら校正にあたった 

のでした。當時舉校は晝間講義のノ ートをと 

れ•ばよいので講義がすむと家に歸ってきては 

午前1际2時頃まで原稿を書いたり校正を 

したり,風呂屋へゆく暇もおしい位でした。 

それにしても同辭典は豫定より3ヶ月おくれ 

て7月にやっと發行の運びになって肩の重荷 

をおろしたのでした。

辭典出版と殆ど時を同じうして長年懸案の 

學會の法人化も實現した。

小坂さんが洋行された大正14年9月から 

ROの編輯は委員力:馬月交替でやる制度に決 

定しましたが,餘り個性をだしすぎて問題が 

おこり,ゴタゴタしたうえ,始め興味をもつ 

て編輯をやった人々も,そのうちにいやにな 

ってしまう者も出てきたりし大止巧年4月 

から氏地報道,海外報道を併せた8頁の附錄 

をつけることになったりして,その編輒を私 

がやらねばならず,その後7月號からROの 

印刷を大道社から,一匡印刷所へ5つしたり 

した關係から,とうとうこのROの編輯も私 

が引うけねばならず卒業論文もつくらねばな 

らず，同年10月頃から小坂さんがアメリカ 

から書き送られた厂エス捷徑」の校正に從事 

したり,その當時は隨分忙しい思いをしたの 

でした。守隨一君が學校の歸りに私の家へよ 

ってくれて手傅・をしてくださったので大分た 

すかったのでした。翌昭和2年3月私は學校 

を卒菜したが,就職口がなく——全然ないわ 

けでなかったが東京の外へ出ないとゆうので 

思ったような口がなく,それがエスペラント 

運動に都合がい、として私自身あまり口を探 

しまわらなかったのでもありますが守隨君の 

世話でちよつとした著述の下請をしたことも 

あるが,ROの編輯の方が忙しくて途中でこ 

とわったりし立した一やつばり親の脛を嚙 

りながら守隨君に手傳ってもらい,ROの編 

輯をやったり，出版の方の仕事に努力したり 

していました。翌昭和2年の暮にJOAKの 

エス講座放送がきまり,北隆館あたりとタイ 

7ッブして學會の出版物の新聞廣吿をやった 

りしました。その放送の途中で小坂さんが洋 

行から歸られたのでした。

以上は小坂さんの留守中私が分擔した學會

出版部及び編輯部の仕事についての懷舊談で 

す。會計の方は三石君が中心になってやられ, 

大井さんやその他委貝方が热心に努力され, 

法人化問題の仕事は井上薦壽藏君,長谷川理 

衞君等が大いに努力されたのでした。その方 

面の事は又別の人が話して下さるでしょう〇

三宅 井上さん,協會が學會に變った事情 

小坂さんのナ6留守ちゅうのこと,それから, 

例の大正15年の大會のことなどについて, 

お願いします〇

井上 何といっても廐等學校から大學にか 

けて隨分學會へは通いました。小坂氏の慾に 

感じたのです。學會改組についても感槪があ 

ります。藤澤親雄氏の献策，故木崎宏君と何 

盛三氏との口角泡をとばしての論爭などがま 

ざまざと想い起されます。

小坂氏外遊のお留守をどう守るかとゆうこ 

とについては隨分考えさせられました。そし 

て當時小生としては生意氣にも,かなりドグ 

マを振り廻しましたことを今にして流汗三斗 

の思いで回顧している次第です。空前の豪華 

版といわれた靑山日本靑年館の大臼も當時の 

小生の靑年客氣の夢にかなり彫響されている 

と考えます。今では若下懺悔の氣持さえもっ 

ていることをつけ加えます。

三宅學會は,大正巧年,學術に關する 

公益法人として,文部大臣から財團法人たる 

の認可を受けましたが,その前後の事情にっ 

いて,その當時,その問題について御奔走く 

ださった長谷川さん,汩話しください。

長谷川學會を财團法人として,國家の公 

認する公益法人たらしめたことも,學會の長 

久持續を期するために必要と考えられたから 

であります。卽ち學會が個人的目的のために 

利用せられることを防ぎ，又一時的には花々 

しいような輕擧を企てその基礎を危くするこ 

とを豫阴するために財團法人としたのです。 

その前後の事情は,三石さんや小坂さんがよ 

く御存じのはずです。私としては，ただ寄附 

行爲や內規の草案作成に滲加しただけです。 

主務它廳の認可を受けるため,東京府や文部 

省と交涉するに際しては,大井學さんや小村 

精男先生の御助力を仰ぎ,當時の粟屋次官, 

關屋局長などに文部省で面會した樣に記憶し 34 (218)



て居りますヵ:,細かいことは忘れました。

三宅 つぎに,いろいろなかたに,いろい 

ろな話題についてお話しいただこうとおもい 

ます。まず澤潟先生に,日本文學の飜譯にっ 

いてお考えをお述べいただきたいとナらもいま 

す。この問題については,いずれ別にくわし 

く書いていただくようお願いしたいとおもっ 

ておりますが，おいそがしいため,まだ，お 

してはお願いしていないのであります。ここ 

には,とりあえず,簡單・に,そのskizoとでも 

ゆうべきものをお話しいただきますとありが 

たいと存じます。

淨濟文學は飜澤・すべきものでないとゆう 
のが私の理想論です/,日本文學を橫文字に 

譯するなら,エスペラントが最も適當だと思い 

ます。フランス語やイタリー語ならまだよい, 

日本の詩歌を英語などに譯するのは最も愚で 

す。それは國語に對する胃瀆だとさえ感じま 

す。私の今の理想論を云えば,外國人が日本 

語を學んで外國人自身が日本の文學をそれぞ 

れの□國人に紹介し,それによって日本文學 

を原文によって味おうとする人のますます多 

くなることです。しかし,もし日木人が自分 

でやるなら,まずすぐれた小說類をエスペラ 

ントに譯することだとおもいます。これは, 

文學のみではない。今日いたるところに見る 

英米の殖民地風景を一擲:する覺悟さえついた 

ら,日本が口主的にエスペラントを完全な國 

際語とすることも可能だとおもいますCこれ 

は現下の時局が最もよい時機だとおもいます

三宅 示唆多いお言集ありがとうございま 

した。つぎに丘さんにおたずねします。丘さ 

んは,老博上が日本で一番古いエスペランチ 

ストであり,“Zilengo”とゆう國際語を御考 

案になったりなさったかたであり,御兄弟の 

正通氏,直通氏,それから,鎌倉の佐々木久 

子夬人と,御一家そろって,いずれも熱心な ・ 

エスペランチストでいられますヵ;,これは， 

お父さんのおすすめによるのでしょう力、,そ 

れとも遺傳的に(？),自然そうゆうことにお 

なりになったのでしょうか。また御家庭で工 

スペラントを御實用c?)iこなるようなことが 

ございますか。 ・ •’ハ’

丘小生の兄弟がエスペラントをやるのは

父のすゝめによるものではありません。もっ 

ともエスペラントの雜誌は前々から父のとこ 

ろへ來て居ましたし,その名前くらいはとう 

の前から知って居ました。强いていえば見よ 

う見まねでエスペラントを始めたといえます 

し,或は厂すゝめずして行わしむる」とゆう 

宣傳の上乘策を父が實行したのかも知れませ 

ん。家庭でエスペラントを話すこともありま 

すが,勿論それは練翟の爲です。

三宅馬場さんは中學生時代にエスペラン 

トをおはじめになったのですが，中學生エス 

ペランチストの經驗についてどうぞ。

馬場何しろ中學3年,それも病身だった 

ので,英語の基礎知識もまだ充分出來ていな 

いころにエスペラントを熱心に始めたので, 

却ってエスペラントの基礎知識の力をかりて 

英語を學習するようなことになりました。し 

かしエスペラントをやってからは,それまで 

苦手だった英語も大變樂に覺えられるように 

なり,何でもかんでも外國語に手を出して見 

たい抑え難き熱望を覺えるようになりました 

私は自らの經瞼によって，今後の中學生には 

先づエスペラントを敎えて他國語學習の基礎 

怠識を作るのが屐もよい方法であることを體 

驗しました。

三宅 エスベラントに關係深い大阪外語學： 

校について,伊井さん。それから,エスペラ 

ントを正科においた大阪自學校のことも,お 

話しください。

伊井 大阪外國語學校の最初のころの規則 

書に帽章の0Lを說明して,Osaka, Lingvoj 
の頭字だと書いてありました。エスペラント 

は學科にはなって刖なかったが,學校當局が 

尊fltして居たことが窺われます。

中目校長は各國語に湛能だったので他の先 

生逹は怪物と呼んでいました。フランス人に 

はドイツ語で,ドイツ人にはフランス諳で相 

手の虛を衝いて功を奏し得るのは先生ならで 

はの觀があります。私はある日,突然先生に 

エスペラントで話しかけました。先生は早速 

"jes"の所を"si, si"と答えられました。

先生は多くの特色ある人材を學校に集めて 

居られましたが,その中にエスペランチスト 

も少くありません。國文學言語學の龜田二郞 ¢219) 35



先生,フランス語イタリー話の徳尾俊郞先生

・ 言語學の淺井先生,京大から講義に來られた

新村先工,その他にもまだあったでありまし 

よう。優れた支那學者石濱純太郞氏も居られ 

ました。氏は隨分古いエスペランチストです。

新村先生は言語學の講義の中で,ドレスヂ 

ンの第四冋萬國エスペラント大會に出席した 

記憶を述べられました。ザ博士譯のイフィゲ 

ニーオが名優によって上演されたのはイタリ 

一語のような耳觸りだったとのことでした。 

私は先生の試驗にはエスペラン・トで答案を書 

きました。小坂先生も・言われる通り,日本語 

の講義もエスペラントでノートを取った方が 

早い,從って答案にも早く書けて便利でした。 

フランス語のルイ•マルシャン先生が或日 

黑板に誰か書いていたエスペラント文を見て 

論じ始めました。エスペラントは商用暗號の 

樣なもので文瑟などに向かないと。私はやむ 

なく直に立上ってエスペラントで駁論しまし 

た〇エスペラント界には幾らも詩人が居る。 

なかなか偉いのが居るぞ,と。先生は又フラ 

ンス語で應酬し,他％軾合は一時間續きまし 

た。先生はエスペランチストではなかった力: 

私の話すことは通じました。

大阪自學校は官立の東京盲學校についで， 

規模では日本第2,洋樂科とエスペラントが 

ある點では日本一でした〇校長宮島先生は杉 

浦門下の人傑と聞いています。犬阪の一般敎 

育事業に功績があり,人々が敬服していまし 

ま。□學校令が布れたのは大正13年だった 

ろう力、,ロエスペランチスト岩橋武夫氏の努 

力と宮島校長の英斷によりエスペラントが正 

科として採用されました。岩橋氏も異色の俊 

敏です。同氏がエディンバラ留學中私がこの 

エスペラント科を受持つことになりました。

異常兒敎育には非凡な識見と度竝と人格が 

いります。宮島氏の徳望と岩橋氏の才幹とに 

より創められたこの有意義な仕爭を大成さす 

には私は餘りにも無能な靑ニオでした。私は 

いつの間にか盲人の複雜な心理に釣り込まれ 

て苦しみ續けました。旨人と一緖に住み，一 

緒に彷彳皇い空想し煩悶し迷い續けました。こ 

の3年間は私の生涯の中でもとりわけ陰慘な 

36 (220)月日でした。

三宅 石黑さんには,多くの著書力:あり, 

ラジオ講座も名古屋の放送局から2回なさっ 

ており,新聞や雜誌に寄稿されたり,エスペ 

ラント宜傳のため,個人的には，最もはなば 

なしく活動されたとおもいますが,そのうち 

でも,最もはなばなしかったのは,富時・全 

國に百勇の會負を擁していた希望社へエスペ 

ラントを持込まれたこと,雜誌厂現代」の厂中 

等學校英語科廢止問題」の論戰に密加された 

ことなどのように記诡します。それらについ 

てお話しください。

石黑 希望社へのエスペラントの持込みに 

ついては,社長後藤靜香氏が拙著厂エス學び 

方」でエスペラントを學習,丸山丈作氏が紹 

介して下さいました。

英語科問題は再三再四書いたことがあり, 

まとまって最も古くは大正8年頃厂萬朝報」 

の懸賞論文に當選したことがあります。近く 

は昭和9年夏岡倉由三郞氏がわざわざ拙宅へ 

お出で下さって語合ったことがありますが， 

英語とエスペラントとは油と水の樣な相容れ 

ないものではない,お互に利用匕合って行く 

のがよいと思、っています。しかしどちらかー 

っといえばエスペラ ントをとります。そして 

英語はもっと限定して，みっちりやる方がよ 

いと思います。あの時に書いたことは,今も 

正しいと思って居ます。當時英語關係者から 

反對を大部受けましたが。

三宅雜誌といえば，井上さんが「中央公 

論」へお書きになったものなど,普及のうえ 

に非常に効果があったようですが……

井上中央公論への寄稿については當時相 

當熟心に運動に參加していられた小林鐵太郞 

氏の入智惠と，當時の同誌の編辑長として變 

人の名を擅にしていた瀧田橹鉴氏の呆斷とに 

よるもので，小生としては寧ろお恥しいくら 

いのものです。

三宅 萬國大會を一度日本へ招待しかけた 

ことがありますが，そのときのことについて, 

成田さんにお願いします。

成田 1921年の第13回萬國エスペラント 

大會がチェコスロヴァキアの首鄕ブラーハに 

開かれた夏,ジュネーヴから國際聯盟'派遣の 

新渡戶稻造博士が，藤澤親堆氏及び宇佐美珍 



彥兩氏を帶同して,この大會に參加せられま 

した。日木人が大戰直後の大會に出席したの 

はこの時が最初で,大々的に歡迎を受けまし 

た。聯盟側からニトベ博士が挨拶し,フ•リヴァ 

が通譯しました。藤澤氏も大會に挨拶し日本 

の同志を代表して,わたくしが挨拶しました。

その時に,藤澤氏は第12回のヘーグの大 

會に遲參して,日本を代表しかねたのであっ 

たが,歐洲の同志とは旣に連絡をしておいて 

くれたので,わたくしにすゝめて,第14回大 

會を東京に開催すべきことを提案せしめたの 

であります。何しろ,ニトベ博士がいられる 

しするから,滿場一致の賛成を得ました。こ 

れは藤澤氏,宇佐美氏の考えていられたよう 

に,日本に取っては非常に大きな宣傳で,大 

戰後獨立を得た小國側よりもやんやと喝采せ 

られました。

しかし,東京の同志はこの舉をもって,同 

意すべきでないと考えたらしい。時機尙早と 

ゆうのでありましょう力ゝ。大會は次年の夏. 

フィンランドのヘルシンキに開かれました。 

日本にはるばる使いしていられた老博士ラム 

ステッド氏の祖國,その水と樹と岩との國に 

巴里から出かけたわたくしは唯だ1人の東方 

同志として,日木を代表しました。中村精男 

博士も藤澤親雄氏もついに出席できなかった 

ためであります。

わたくしは,こゝで,北京大學のエスペラ 

ント講師として,支那代表の名で,遲ればせ 

ながら大會に挨拶したウァシリイ•エロシェン 

コと對立するの運命に會しました。彼は,東 

京で同志に迎えられ,好遇せられたのであり 

ますが,この時は支那代表として，值向から 

日本代表のわたくしに喰ってかゝりました。 

日支の紛爭は,ヴェルサイユ會議以來忘るべ 

からざる旣定の事實であったのであります。

この大會を無事にすまして,パリに歸って 

以來,わたくしはエスペラント國から遠ざか 

りました。フランス文學を專攻科目のーとし 

て選んだわたくしは,いやでも應でもフラン 

ス語を學ぶほかなかったのであります〇從っ 

て,フランス人の間に入ってゆくほかなかっ 

たのであります。それが現在のわたくしを造 

り上げたのでありました。

三宅まだいろいろ話題が殘っております 

が たとえば,歷史的な束北宣傳旅厅,受 

講者300人を得た,學士會での,束京朝日後援 

の講習會,國;祭聯盟との關係,バハイ敎のこ 

と，フィンランド公使ラムステッド越士のはな 

しなど,ぜひ汨話していただきたかったので 

ありますヵ;,それらについてお話しをお願い 

したかたたちが,お忙しくて,とうとう御容 

加になられなかったため,それは,別の機會 

へ讓ることにいたします。

そして,最後に,この

第20年を迎えるにあたっての御感後と， 

エスベラント運動のこののちについての見と 

うしとについて,お話しいただいて,この座 

談會をおわりたいとおもいます。

多田20年の昔,私にエスペスントあるを 

敎えて下すった高橋邦太鄭工學士とはずっと 

文通して居るが,ついおめにかゝる機會力;な 

くて,殘念に思っていましたところ,今年にな 

ってその機會を得てうれしくおもいました。

私は,今の國際狀態で,果して我々の理想 

が近き將來に實現するか何うかは明言し得な 

いけれど,出來れば良いとは祈っています。

渥美私が入會してから20年近くの間に 

は友人知人から，エスペラントなんかやって 

居ては世人から變に思われるから手を切った 

らどうだと負面目に云われたことが度々あり 

ました〇遗憾ながらエスペラントが少からぬ 

人々から變に思われて居たことは否むことは 

出來ません。近來，殊に事變以來思想戰,宣 

傳皱の一翼となって,エスペラント語が小さ 

いながらも,正しく雄々しい羽繫きをしてい 

る姿を見るとき誠に欣快に堪えません。私共 

は眞の日本人として,日木・〇爲に働いてのみ 

本當に日本の爲に,そして又同時に世界の爲 

に貢獻することが出來言す。乂かゝる自

下になされた仕事こそ,翼に榮えるものと思 

って居ります。學術敎育藝術産業其他有ゆる

方面に於て然りであります。エスペラントも 

この自覺の下に益々活用されてほしいと思い 

ます。淨;用が卽ち有効な宣傳でもあります。

例えば日本の學者が,日本に於て，日本の經 

費で日本の材料に就いて硏究した結果を日本 

で發表するのに英語やドイツ語を用いて居る（221）37



實例をしばしば見せられます。これらは果し 

て眞の日本人として一番立派な發表の態度で 

あろうかと私は始終考えさせられるのです。 

ここにエスペラントを導人して考えれば一層 

日本人らしい立派な態度が見出されるはずだ 

と思います。こんなことはエスペラッチスト 

には判って居るのですが,未だ一股には通じ 

ません。今度の20年間にはこの點を何とか 

改めて,明朗日木人としての眞に立派な態度 

を育て上げたいものと思います。この意味に 

於て,特に差し當り高膚氣象臺に對し私は深 

甚なる敬孫を拂わずには居られません。もう 

しおくれましたが,個人としては，私を感動 

させているのは札幌エスペラント倉の相澤治 

雄氏の獻身的努力であります。

野知里 エスペラント運動は一面大衆に押 

擴め,一面政府を動かさなくては駄目と思い 

ます。日木精神に基く國際正義を打ち樹てる 

爲にはエス語を唯一の國際公用語に採用しな 

くては駄目です。それには革新勢力たる防共 

國家郡が共同して努めなくてはなりません。 

今から靑年エスペランチスト中の俊敏をすぐ 

って,續々將來國家を背負うべき地位に送り 

更に20年の後を期しても決して迂遠でない 

と思います。

一方大衆に普及さすには，文獻を豐富にす 

ること，資金は文化事菜に理解ある世界小の 

富豪を動かしたらば足ると思います。

進藤 時連進展の速度に遲れずDiletant
ismo に陷らぬ要心は肝心ですが,一民族語の 

世界征服が不可能である限りEsp.の將來は 

益々多望です。

西よくもこゝまで進んで來たものと寧ろ 

意外にさへ思います。國際補助語として公認 

される日の一日も早からんことを望んでやみ 

ません。今後も,徐々に順境に向うものと信 

じています。

吉川日本國を主としてお國に役立てる爲 

めであることを目的として進む限り，必ず發 

展飛耀し得るものと確信します。宗敎に國境 

なし 學問に國境なし,否なー步進めて負理 

に國境なし等と理窟を論じての運動なれば, 

結局日本からはエスペラントは消滅するもの 

と確信いたします。

多羅尾 僕は小心かも知れないが，昔から 

世人がエスペラントを何か惡思想宣傳の道具 

であるかの如く時々淺はかにも誤解するのが 

いやでいやで仕方がなかった。折角日本國民 

の發展のためにわざわざ作られたかの如き工 

スペラントがどうも華々しく行かないのは疑 

われるような奴がエスペラント界に居たから 

です。彼等こそ眞にエスペラントの敵である 

と悲憤して來たこと十數年,この度の日支事 

變で日本のエスペラント界,またエスペラン 

ト學會が本當に生々した國策に沿うて行動し 

て居るのを見ると嬉しくてなりません。かく 

てこそ我等は安んじてエスペラント宣傳も出 

來,また世人もエスペラントを學んでくれる 

ようになるでしょう。エスペラント學習卽ち 

愛國運動とゆうほどにならなければ日本の工 

スペラントの將來は心もとないとおもいます 

いつまでも英佛等の外國語に依ることよりも 

エスペラントでH本國は外交しろーー國民も 

當局も。これほどの愛國連動は多くはない。

木戸興味と熟心の度には,常に高低があ 

りましたが,とにかく,旣に相當の精力をそ 

の爲に消費しましたので,ロ然に口分の所冇 

物のような氣がしてきて,’感情的に離れられ 

なくなりました。また,以前には，エスペラ 

ントの缺陷を考えるのを避けるようにしてい 

ましたが，此頃は，その成功を確信している 

爲か，心配なく缺陷を探し求め,如何にして 

それを除き得るかとゆうようなことを好んで 

考えます。しカ、し,レフォルミストやイディス 

トに走る心配はありません。むしろ正反對の 

傾向に向っています。正直に言って,表现が 

冗長であり，語意の含蓄にとぼしく,餘晋力: 

少いなどゆう不滿を折々感じます。幻論,一 

っには,これは自分の語學能力と相關的に生 

ずるものでありますが，一つにはまた，エス 

ベラント文學の未發達,或は傳銃の淺いこと 

に大いに基いていると思います。それ故に, 

右語形式の改良によらず,ザメンホフの與え 

られた帛涯の上に,偉大なる文學，輝しい傳 

統を築き上げることによって,言語性能の堀 

進,卽ち眞の改艮,しかも改良を誇る如何な 

る新國際語も絕對・に企及し得ない改良が達成 

されると信じています。(222)



エスペラントの將來の成功に就いては,一 

點の疑いも抱いていませんが,如何なる徑路 

によって，そこに到達するか,私にはまだは 

っきりした見通しが持てません。唯,これを 

普及せしめなければ,言語としての權咸も効 

ヵも充分發生しないことは明かだと思います 

それ故に，宣傅普及が勿論第一の急務であり 

ましょう。だヵ:同時に,普及程度の低い現在 

においては,エスペラントは未だ眞に國際語 

としての全機能を働かし得ないのであるから 

その意味において,未完成と見なければなら 

ぬと思います。それは完全に現實的な實用品 

ではなくして,幾分理想的な,硏究室內の存 

在であり,たとえわ：テレヴィジョンなどに上匕較 

さるべきものだと考えられます。テレヴィジ 

ヨンは決して架空的なものではなく,またそ 

れのもたらす絶大な利益に就いては何人も疑 

いはあり玄せん。それにもかかわらず,現在 

直ちにそれを一般に普及せしめるとゆうこと 

は不可能と言わざるを得ないでしょう。エス 

ペラントも同樣で,その利益に就いては何人 

も否定できませんが，しかし利益の現實桎に 

おいて,旣に商品として完成されたラジオな 

どと同じ具合には行きません。卽ち單に利益 

の宣傅だけによって簡單に普及はできないと 

思います〇あのIEAkやVarbgarantia Ĉeko
など，皆勿論結構ですが，そうゆうものだけ 

では多少物足りない感じがします。吾々は直 

接のエスペラント宣傳とゆう狹い枠內にのみ 

止まらず，瞑界を展くし,他のあらゆる文化 

運動 或は政治運動 社會運動と協力して最 

後の勝利の爲に努力しなければなりません。

石黑 會合などで若い人が多くなって,自 

分の年をとったことを感じます。ついでに老 

人くさいことをゆうと,もっと若い人に元氣 

が欲しいと思います。

駿河臺に立ってビラを撤いたり,夜11時 

からバケツに糊を入れて，手製の,講習や宜 

のホス ターを巡査の眼をかすめて目立つと

ころに貼ってあるいたこと,再三つかまって 

叱られたこと,よく飮んだこと,小坂氏宅を 

事務所に占領して皆で仕事をしたことなど思 

いだします。現在の學食事務所を見ると全く 

今昔の感がします。

エスペラントをもっと日常社會生活と關係 

あるものにするような運動方針をとること， 

有能の人をもっと かせること,獨羞，排他師

的傾向をなくすることが必要です。また,エ 

スペラントをエスペランチストの手から一般 

人の手に渡すこと。出版なども一般書店から 

出させるようにし,それを大いに戲吿してや 

ること,利益の上るようにしてやることです。

そして,學會は運動の中心機關として,大 

會では運動の方法,指導精神の批判,確立を 

主とすること。

三石皆樣のうちでも,おそらく私ほど學 

會と腐緣の深い渚はないと存じます。學館が 

小坂家の寄生蟲時代の7ヶ年間は,ほとんど 

每日退廳後學會へ直行,Ĥ活後は番犬的役割 

を頂戴し13年は夢の間に,自分もいっしか 

初老を越えた今日,過去20年の歳月をエス 

ペラント馆・奉者の1人として,この世智辛い 

世の中で國際人としての誇,日本人としての 

優越感を持って貧乏暇なしの生活をなし得る 

且信と信念を植付けくださった精神的効果は 

實にエスペラントを通じて,小坂さんの無言 

の靈陶によるものと,深く感謝しております。

伊井 子供カ;20になると親は嫁取りの心 

ECをします。エスペラントにも充實した文化 

を配偶にほしいものです。それには,言語理 

論と言語倫理の陶冶,科學,藝術，敎育および 

實務とエスペラントとの結合が必要です。

堀 日本精神の昂揚が本統に發揮された疇 

には,そして「持てる國」の沒落に從って, 

エスペラント運動は眞に理解されて來ると考 

えています。

菊潺 エスペラントが國際補助語として, 

今後ますます發展するであろうこと,それが 

また人類文化の幸福になるであろうことは, 

信じて疑いません。たヾ,國語學の硏究にた 

てこもり,國語學者として今後進んで行きた 

いと思っている私は,エスペラント運よのた 

めに十分活動し得ていない事が殘念でありま 

す〇『お前はロ ーマ字だとカゝ，エスペラントだ 

とか變ったものばかりやってるから,一向出 

世が出來ないんだよ。工家士・文翠士二つの 

肩書を持っていて,田舍の女學校の先生でく 

すぶっているのは情ないではないか』と忠吿 (223) 39



してくれる友人もあります。それももっとも 

な點もあります。實際;世渡りの道には,厄 

介な重荷を背負ったものかも知れません。友 

人の忠吿のように色々損をしていることがあ 

るだろうとは私も認めています。だからと言 

って,これを振り捨てゝしまうことは出來な 

い。この二つの文化運動をやめてし玄うなら 

ば,それは私の精神上のmortoであります。

長谷川エスペラント運動に於ては,20年 

30年は極めて短い時間にすぎないものと考え 

るが故に,將來に向っては益々持久存續の計 

をたて,學會發展の長久ならむことを望みま 

す。日立つような效果,菜跣をもとめてあせ 

ってはなりません。

今後は，全世界を家とする宏大なる心をも 

って,四海同胞,八紘一宇をめざす簾に偉大 

なる大日木主義の理想を實現するために,エ 

スペラントが少しでも役立つ限り,これを實 

際に活用すべきであると思います。エスペラ 

ント運動の前途は極めて長く》かつその進路 

は甚だ狹まい，過去50年はその歷史の第一 

頁にすぎないものと考えます。

保坂今日のエスペラント運動は地味に進 

■まねばなりません。昔の樣に華やかさはなく 

とも奧深いものにすべき時で,これが將來發 

展の基礎となります。

根本 口分の勉强の足らなかったことを甚 

だ殘念に思います。私の學會に對する現在の 

希望は,學習書をもっともっと豐富にするこ 

とです。英語の學習書を思いますと實に羡し 

い。學習書が澤山あれば自らの嗜好に合った 

ものの中から選ぶことが出來るが,現在では 

それは甚だ因難であります。

エスペラント運動は今後相當な困難に逢着 

することもあろう力;,征らに消極的になるこ 

とは禁物です。講習會の開催は勿論のこと, 

あらゆる方法を以て負傳に努力すべきです。

植田泌々と時勢の變化に感慨無量です。 

今後ともエスペラント運動は多難の路を步ま 

ねばならぬと思いますが,その國際補助語と 

しての目的は達成されねばならぬと思います 

大山 もっと大々的に金をかけなければ駄 

目だと感じます。そしてこのよい時期にエス 

(224) ペラントを國家的に使用して實用化せしめた

いと思います。

谷山 大正10年當時厂エスペラントの鍵」 

金五錢也が,學會の唯一ともゆうべき發行書 

でしたが,全く現在の發展振りには驚きます。

歐洲の二大對立が大戰の紀果解消し民族自 

決の名の下に永遠の平和の出發がヴェルサイ 

ュの鍰の音に吿げられたかに見え，エスペラ 

ント運動にも戰燼の中より立ち上り洋々たる 

將來が約朿せられたるかに思われましたが， 

民族自決は民族對立となり,民族意識の易揚 

は自國語尊重,國語の世界進出となり却って 

國際諾運動を背灑する結果となりました。盛 

んであったドイツ・エスペラントの現狀に明 

らかです。また今時事變の日滿蒙支の言語交 

涉より察するにこの間にエスペラントの進出 

する餘地は全然ありません。暫くは日滿蒙支 

語の優勝戰であります。その結果は,エスペ 

ラントを基本とする東西融倉の世界語にまで 

發展するものと思います。我等日本人エスペ 

ランチストは日本語の世界進出にもっと努力 

する必要があります。でなくては歐洲人の工 

スペラントに征せられるでしょう〇

中西20年前の方がエスペラント運動はや 

りよかったようで以前はエスペラントの講習 

會とゆうとポスターを張るだけで相當多くの 

人を集め得たのですが,現在では厂またエスペ 

ラントか」と輕くあしらわれてしまつて居る 

ようです。これは考え樣に依ればー股的に普 

及された結果とも言えます。それからもう2〇 

年にもなるのですから,ロ ーマ字運動の田中 

館博士の樣な，エスペランチストが1人や2 

人居てもよさそうなものと思います。議政壇 

上で堂々とエスペラント論一席を辯じる人が 

出てもよい時ではありますまいか。

古選 日本エスペラント學會に就ての思い 

出で變っているのを一つ御披露します。大正 

9年12月,學會が出來て最初のエスペラント 

大會を學士會の假食館で開いたおり,淺井さ 

んが學會の會計報吿を始めた言葉。44 Japana 
Esperanto-Instituto fondiĝis kaj komencis 
laboron tute senmone.1'その文無しの學會 

が數萬の基金を持つ日が來ようとは!

——お巾0 一
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硝 煙 の 下 で

艦上のエスベラント宣傳

武漢作戰の水上部隊に凰する〇〇艦上 

で,砲煙彈雨の中て,エスペラントが 

宣傳されたとゆう,愉快な話がある。

話題の主は，00艦の航海畏〇〇氏と 

カメラ從軍の，力が國寫魔界の重鎭金 

丸重崖氏と。時は,昨年十月初旬。

朝日新聞社發行の寫眞雜誌厂アサヒカメラ」 

に，昨年11月から連載中の,金丸重嶺氏の 

報吿記事「漢口攻略寫負從軍日記」は,カメ 

ラ從軍記として興味をひいているが,3月號 

には,エスペラントが艦上で話題になったこ 

とを書いてある。

「10月5日……士官室は全く寬いで,いろ 

いろな話がそれからそれへと績いた。……航 

海長はエスペラントの講釋を初める。……j, 
「1°月6日■•…今日は退艦の日である。…… 

航海長はエスペラントについて盛んにいろい 

ろな知識を敎えてくれた。……」

筆者金丸氏を訪ねると,つぎのように語ら 

れた。

-一私はベルリンのオリンピック大命に行 

ったとき,北歐の諸國を訪れましたが,エス 

トニアなどでは,英酷も,フランス語も,ド 

イッ踣もだめ,エスペラントでなければなら 

ないとおもいました。フィンランドへは名古 

屋の靑木博士と一緖でしたが,靑木博士が工 

スペランチストの紹介狀を持っていられたの 

で非常に便宜を得られまして,同彳了の私も大 

いに歡待され,エスペラントをやって行かな 

かつだことを後悔しました。フィンランドの 

すぐれた宣匣作家ウィルホ・セテラ氏には工 

スペラント學存で逢いました。そのときのこ 

とは，陥ってから寫匾の雜誌に書きましたが, 

これにも書きました。——

と，厂海外作家:五十人集」中セテラ氏の項を 

示された。(セテラ氏は古い同;も:で,有名な 

Esp. Legolibroその他多數の著書のある人 

で,莒■語委貝である。;)

----エスペラントが艦上で話題になつこの 

は,ちようど退艦まぎわのどさくさしていた 

ときで，その航海長の塔まえもおぼえておリ 

ません。外國で誌學に困ったとゆう話から, 

その士官は,エスペラントでなければだめだ 

といって,練習艦隊でフランスに行ったとき 

マルセイユで,他のものは公式の場所以外知 

ることができなかったのに，自分はエスペラ 

ンチストたちのおかげで,わずかのあいだに 

深く見ることができたなどとゆう話などをし 

て，ぜひエスペラントの學習をはじめよと言 

っていました。

英話の辭書がエスペラント宣傳

4月の新學期を期して賣出された厂クラウ 

ン英和辭典」は,渕期的企劃による中學生向 

き辭吉として,中等敎疔界に話題を提供し, 

發行所三省堂も,これが金國を風靡する力を 

斯待しているよしであるが,ごれにはド記の 

ような說明や文例がはいっている。

—Esperantoエスペラント語〇十九世紀に發明 
された國際語。ヨーロッパ語を基礎とし發普・ 
文法のff&美明快なことを特徵としてゐる。

——International ... the international lan
guage 國際共通語。エスペラント(Esperanto) 
蒔のこと〇

—Universa! ... Esperanto is becoming a 
universal language・エスペラントは禹國共通 
話になって來た。
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ラジオ戰線躍進

ハンガリア-ブ儿ガリアーイタリア

☆ハンガリアでは,試驗的にエスペラント放 

送をすることになり，その第1回として,2月 

26日ブダペストIIから,カロチアイの厂ノ\ン 

ガリ阈はいかに世界へ寄與したか」を放送し 

た。これがよい反響をもたらせば,ひきつづ 

きエスペラント放送を行うはず。

☆プルガリアでは,ヱスペラントによる國外 

放送の好反響にかんがみ,ソフィア局は，そ 

の放送回數をふやし,下のとうりにした。

1. 每月第1日曜,前月中の文化ニュース。

2. 3 1日以後每月第2水!©に，觀光,經

濟,文化等に展する講演。

哝從來イタリアではエスペラント放送は，專 

らローマIIによっていたが,3月以降は,RO 
3, IRF, RO 9なども用いることになった。

普通試驗の結果

待望のエスペラント普通試驗は,3 H120, 
東京,大阪,名古屋で一齊に行われた。

受驗申込者55名,遠く，仙臺,金澤から東 

京へ,また福岡，岡山縣,姬路等から大阪ま 
で受驗た來た人もあった。當日事故で出席で 

きなかった人もあるため,實際受驗したのは 
49名（東京21名,大阪21各 名占屋?名）で 

あったが,今回の受驗者は,高等試驗を受け 

るまでQ手續として受けたのが大部分であ 

リ,最初のことで,初等の人は踰躇して受け 

なかったらしく,大部分が,非常に好成績で, 

全員49名とも合格した。

田中光顯翁な悼む
維新の元勳FH中光顯翁は，エスペラ 

ント運動に好意を寄せられ,長らく學 
命の特別會員であられたが，3月28 □薨 
去された。灌んで哀悼の蔵を表する。

SUR LA ĴURNALISMO
-火 新0B無誌とエスペラントamranBn

新： ［聞

東京日日3.10・厂三角點」に厂支那韶の必 

®----保利敏夫」中,支那時文のことを,厂い

はヾエスペラント的な共通文章語」。

（小倉光宣氏報） 

中外商藜3. 26-夕刊胃頭に四段拔きで, 

厂聖戰を歐洲に說く萬阈語の大進軍・爭變解說 

の小册子を大量注文•親日洪冴利人の热情」 

----學會の事局パンフレットの＞反響,かつて 

來朝した同志フェドルチャク氏の親日ぶり，ノ、 

ンガリからのパンフレット大量注文,日本文 

化宜揚部の創設等について。

上毛新聞4. 2.厂文藝」欄に,「エス語海外 
通信 木村文次」ーエスペラントによる 

海外通倍の經驗について。（山本隆治氏報）

!雜 誌

アサヒカメラ3刀號厂漢口攻略窓眞從軍 

日記——金丸重嶺」に,「航 

海長はエスペラントの播釋を初める」。金丸氏 

退艦の日に,厂エスペラントについて,盛んに 

42 （226） いろいろな智識を敎えてくれた」。

興正3月號厂印度國一高橋邦太郎」に, 

印度の新聞記者チャマン・ラル广日不進步の秘 

訣」を紹介し國語淨化問題に關する意見に工 

スペランチストとして賛同。

日本談義3月號（熊本地力の文化雜誌）

「國語•國字問題に對する諸家の 

意見を聴く」葉書回答に,中川年男氏,小中 

學校の英語廢止,エスペラント採用を提唱。

金剛石3对號厂困惑の四ヶ國巨頭と談笑の 

三十ケ國人——山田緋期詩」—— 

ミュンヘン會議とロンドン大會の對照。

;新］ 刊・i ［書1
黑懑成至「生活主義酉語救育と國語敎育」 

（厚生閣發行）の厂生活言語敎育の基礎問題」の 

うち,厂日木の言語政策」に厂國際的には國際 

語で」Q項がある。エスペラントを完全な人 

類の共同財産に仕上げて行くことは,日本の 

持つ世界的使命と說く 〇

外務省文化事業部編厂水と音樂とス・ーツ 

の國フィンランドの話」（國際文化が業パンフ 

レット第16輯）は，市河彥太郎氏が代理公使 

として同國に駐在していたころQ見聞記であ 

るが，その中に，その國のエスペランチスト 

の好意を感謝しエスペラントが將:來外交に役 

立つと感じたとある。
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各地報道
原稿は20字詰に!

締切は毎月1日着便

東

三月のTEK
〔東京エスクラブ〕3月のTEK q主要な 

努力は,先にお知らせしたようにOrganoを 

出すための準倔的なものとしてQ Informilo 
最終號の編輻や束京市のGvidlibroの出版企 

畫やらの,來るべき捲土亟來に備える準備的 

な諸活動に捧げられました。希わくば,時は 

陽春，永らくの冬眦を破って再登場するTEK 
の脚【【に期待して欲しいものです。

石川道憲君渡滿送别會TEK委員として 

その最も有力な働き手の1人であり,且つい 

わゆる厂三銃士」の1人として特異的な存在 

を示していた石川道彥君が,今度滿洲に職を 

得られて離京されることとなりましたので， 

從來の同君のfervoraな活動に感謝するため 

にTEK及び同君の創立にかかるRubia Kun
sido の共同主催で,その送別會が3月27 ロ 
神田の綠屋で持たれました。

來會者2?名。石堂淸俊君の司會によって 

佐々城，江上,萬澤，安井,三宅氏等からそれ 

ぞれ淤勵と惜別の古葉があり，それに對して 

同君の大陸の土に寄する抱負の一端を述べて 

の確信的な挨拶があって，土のbatalantoと 

して大陸に往く石川君を送るにふさわしい, 

助るく嚴肅な,そして內容ある送別會を持つ 

ことが出來ました。

就中,會半ばに小坂氏が上京の寸暇を，こ 

の小會のために割かれて懇ろなsalutoを寄 

せられ,わ川君の行を壯せられたことと，主 

賓石川君を初めv ol antojとして小坂氏その他 

のkantoが聞かれたことは,少からぬ光彩を 

添えました。

なお石川君から皆樣へのsalutoとして,次 

の言葉を寄せられました。

厂私の渡滿決定は一月屮句の事で,爾來その 

準備のため，エス運動の方は大變怠けてしま 

いました。皆々樣の御健勝を祈り上げます。j
4月のEkskurso あ屯?空の4月。まこ 

とに山野へ行樂を思うふさわしいsezonoと 

なりました。

昨年は2回の計畫を持ち,幸いに多數同好の 

同志諸君の御參加を得ましたが,今年もその 

第1回の試みとして,次のような日程で,TEK 
4月のekskursoを愉しく行いたく思います。

日 時4月16日午前8時30分（時間勵行）

費 用2圓（交通費その他Q雜費,但し御 

辨莒は各自お忘れなく）

集合省線新宿驛正而口

裝 倦 輕裝にて可。但し和服草履ばきは 

不適當です。

コース 新宿驛ーー二俣尾驛……日の出山 

御岳山……御岳□……御岳驛—— 
新宿驛・ ゝ

東京市のGvidlibro期待されたこの計畫 

は,その後委員會•小委貝會悸によってその 

方針が確立され，寫回を中心として編辑し, 

寫狂を通じて我が東京市の觀光而のみならず 

その生產性・政治性•文化性をrealeに把握 

し,その生きたkarakter 〇を描き出すことに 

決定いたしました。

そして,3月4日委員石川增田二君が市Q 

淸水覷光課長を訪ねて,氏の了解と賛成を得 

ましたQで，その實現の日も近いこと.となり 

ました。（呛田）

ロンド便り

〔ルビーアクンシード:）3刀24日夜,月例 

會を缩ねて石川氏送別存が京橋の立花家で持 

たれた。一同隱し藝等をやり過ぎゆく春皆を 

惜しみつつ記念撮影をやり,磯部嬢のPseŭda 
nomoの發表等あり,歡を悉して散會■は1〇峙。

〔クールドロール合唱團〕三浦環女史の公 

演には合唱助演をしつつあり，4月2日夜の 

日比谷公會堂に於けるイタリー吾樂の夕には 

坪井英次,石川道彥,三上ふじえの三氏が出 

場する。合唱練習每週火曜,午後6時より銀 

座敎會•に於て。初心者歡迎,會費1ヶ月1叮。

〔マルタロンド3毎週金曜日午後7時より 

新宿淼永製菓賣店2階右隅で會合。用書:" 

strato de fiŝanta kato.指璋:中垣虎兒郎氏〇 

今度,金!®ロに變更しました。用書はなく < 

も,構いません〇コーヒ1を飮みながら,エ 

スペラント文學を語るのも亦一興でしょう。 

中村,下村,淺井君（改造社）,三石等が常連 

です。なお自由作文も大いにやろうと思って 

い主すコ（三石） (227)め
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東海道

檢定試驗

〔名古屋エス會〕今リは檢定試驗が行われ 

るとゆうので會・貝一同大した張り切りよう。 

Ekzercaroの硏究をしたり,模擬試驗問題を 

試みたり,备kunsidoの度每に勉强を怠らな 

かった。

3月12日——いよいよ試驗僞・日である。 

午後7時試酸揚小坂先生宅に集った受驗者は 

7名。皆學生時代の昔にかえった樣な氣で沈痛 

な面持乍ら樂しく答案用紙に向った。午後8 
畤試驗終了。試驗官は小坂先生。

3月20 ロー昨冬,滿洲眩!入りをされた 

由比忠之進氏が再度來名されたのを機會に, 

有志の者が一夜廉って氏の滿洲における御活 

躍振りをうかがうことになった。當夜は生憎 

春には冷たい雨がショボショポと締道をぬら 

していたが麋った同志は7名。氏の滿洲觀は 

我々內地にいる者達に大なる敎訓を暗示し, 

氏のエスペラント運動に對する热盘は我々を 

して思わず頭を下げしめる。話は中々盡きな 

かったが氏の御健康を祈りつつ解散したのは 

午後!〇時半だった。

硏究會 毎週金曜夜,小坂氏宅に於て。 

tekstoはしa Revizoro.小坂先生御講義。

輪讀會每週月曜夜,白木氏宅に於て。 

teksto は"Nordeŭropa literaturo "金子先 

生御講義。 （磯部しづ子）

---------近 畿------- -  

試驗・遠足・總會

〔大阪エス曲〕例會は，每遍火曜日,倍濃 

橋角日淸生命ビル6階ワセダクラブに於て， 

午後7時より開催。窗□ 6時30分より會 

.場にて川崎直一氏擔當の"Lingvo, stilo, 
formo."の输講を續行して居る。

檢定試驗3月12日。ワセダクラブにて 

豫吿通り初導エス試驗擧行。受驗者2!名。 

遠く福岡や岡山縣からも參加された。

ピクニーコ3 JJ 21日は祭□で,例會を中 

止し,piknikoを擧行ゝ 參加1〇數名。阪急仁 

川五ケ山コースを行く。未だ春尙淺く多少寒 

かったが,久方振りで一同元氣一杯だった。

44 （228） 馳3月28日。上記厂ワセダクラブ」に

て午後7時よV OES總亶を開佩。委ロの改 

選期で,貫名,林,池田の諸君がやめられ,尙 

績けられる答だった松B君が名古屋に轉妙さ 

れ,その補缺を加へ4名の缺Hが出來た。選 

擧の結果,城戶崎,療原,伊藤,山本の諸氏が 

當選された。何れもOESの古顔で,此後共 

會の發展が益々期待される。今まで新人なが 

ら會のため大活躍されて居た松Hi勝龙君が今 

度名古屋に轉劫された。今同廿を火うことは 

OESにとっては大損害だが,名古屋に於ける 

同君の此後の活躍に皆期侍をま芋って居る。永 

らく病氣引退中だった兒島委員長も,すっか 

り快癒,3月初めより元氣な頷を例卸に見せ 

て居られる。

OES豫告 例會は,每週火曜H午後7時 

より信濃橋角口淸ビル6階厂ワセダクラプ」 

にて開催〇 Teksto, Kidosaki 編 Zamenhofa 
legolibroを川い語學硏究。當Hは午後6.30 
時より,川崎直一氏が"Lingvo, stilo, formo' 
をtekstoとして文法の特別講義をされる。 

尙4乃18日は第3火曜日でamikiĝa kun 
venoとします。

OES Postkongresa-teokunveno 5 H 
2日（火耀日）。OESではkongresoの後を受 

けて，懇親茶話會を開催の豫定。會場,上記 

厂ワセダクラブĴ。時,午後7時-*  9時。會費 

15-senoj. kongresoに參加された地方の人の 

多數御參加を希望します。

--------一九 州---------

〔長崎〕中川年男氏來訪3月19日大牟 

田より三池染料共愛靑年團員約60金を引率 

し各地視察後嘗地に來猪されたので,植田， 

富松,森,井手尾の4氏;17時に喫茶店銀嶺 

に;®合し中川氏の來訪を求めて晚餐を共にし 

午ら,九州大會の前景氣或は大牟田に於ける 

遅動狀況等を聞き,長临側は九州畅盟に對す
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る意見・或は當地Q運動狀況等を述べて20時 

散會した〇

〔三菱俱樂§5文藝部〕3月21FI 8時30 
分諏訪神社大烏居前に集合直ちに出發,途中 

妙相寺逍を縫い屮尾峠を越え中尾谷に下りて 

11時矢:上村に到着，直ちに柬望山の离原先生 

の山莊を訪れ敬意を表して後,山頂袍臺跡を 

占據して先生宅接待のお茶にて中食;をなす。 

14時山を下り東望の濱に至り汐干狩をなす。 

蛤，猫口共の他の獲物多數ありたり。16時東 

望Q濱を引き上げ國道を傳って歸路につきた 

り。本ロの參加者部員8名,共の家族4名，市 

内在住の同志2名。（井手尾）

〔學會宫崎支部］2月28日，3月7,14 n 
出席者,杉田（正;）,巢山,古Hĥ杉田（笑）,寺 

澤，福山.川野の•諸氏。

この間巢山氏母堂（賓母）の逝去あり。支 

部を代表して杉【H（正）寺澤兩氏弔慈を表せり

乂在秀港,中村重利氏より來信,明年九州 

エスペランチスト大會宮崎招致に對して锻勵 

の辭を寄せらる。遠く海外の同志が我等に對 

して抱かるる關心に對して深き敬意無き曲は 

ず。（福田）

I---------------北海道----------

〔北海道エス聯盟3 3月中には大した發展 

も見せなかったが，3月6日鶴岡市の後陵氏 

が我が聯盟に金一封を需附されたのは特筆す 

べき护である。HELのResonoが遠くから 

ひびいて來る樣な氣がする。

近く再び常任委員會■を開催する豫定である 

が聯盟役員の盜ぶれに多少の異動が行われる 

かも知れない。現在Q會員數は66名である 

が增加運動を行って全道大會までには100名 

にしたい希望である。札幌は未だ3尺も雪が 

あるが今や若熊は潑剌たる英氣をやしなって 

居る。（HEし本部報）

〔小機二十日會3小樽にも潮にのせられて 

春が參りました。併し時に降り忘れたように 

氷りついた道をばらばらと白い复半がこぼれる 
关しいタがあります。そんなタに3月の廿日 

會は持たれました。札幌の大會の期ŭも漸く 
發表されましたので何と云っても皆の氣持は 
それにかけられています。今庞の大會こそは 

小梅の同志こぞってイの一番に參加申込する 

ぞと股り切っています。ハンガリーOBG協 
會についても話があったが,それよりも,以 

前からの計劃であった外國との殊に防共協定 

諸國との問の兒蛍常交換の冏題が具體化され 

遲くもこの秋までには展迸會を開こうとゆう 

ことに和談が決められました。

こんこんと降りこめた雨の屮から靑空を得 
た綠の星は決して凍てついてはおりませんで 

した。當日出席者——高橋,藤川,脇坂,江 

ロ，福田,村山。（村•田）

I----------------滿 洲---------- i

r 同志來往頻り

〔大連エス會:）滿支の發展に際しU本內地 

より港大連經由の同志が時々現れる。昨年秋 

よVの主な寄連者は松本健一,山比忠之進,小 
坂狷二,岡本好次氏である。松本氏は一泊さ 

れたので厂浪花すし」に鉄迎會を催し當地の 

川上,宗,森本,石崎などにて命仓す。小坂氏 

來連の豫に,當地,中溝,宗,森本,石崎にて 

ヤマトホテルに訪間.會•談數刻。由比,岡本氏 

は何^れも急ぎの旅にて宗氏と會見せるのみに 

て離連せらる。昭和13年末に守隨一氏來連。 

滿鐵•調査部へ入社,大連に偉材を加ゆ。2月 
25 H,滿鐵社員俱樂部に同氏做迎會を催す。 

諸極の用事にて來會者少なく下記の諸氏出席 

せらる〇川上,宗，森本，イi崎夫妻。目下例 

會休止中なれど何時にても集合の用倉あり〇 

御寄連,御來連の同志は新舊を問わず下記へ 

豫め端書乂は電話の上,御來訪を乞う。

大連市聖德街4 丁 口 59シズカ醫院内大連 

エスペラント命（5£ 4,9835） 
' 活氣づく首都

〔新京エス宙〕十數年前岡本好次,石黑修, 

佐々木孝丸氏辱と共に北海道宜博旅斤をし, 
またエスペラントにて海外旅行の經驗ある中 

村喜久夫氏を由比C忠）氏歡迎會開催の夜偶然 
發見,同時に片山政子氏（元飯塚）の存在を知 

る。田屮貞美病氣恢復,戎陽縣より松本健一 

參加等にて活氣溢る。現在約20 .名の同志を 

首都に擁し,新に會長,幹事を左記の通り決定 

僉長荒川銜次郞,幹事中村喜久夫,祈正己. 

田中貞美,金明烈（命計）,住吉知惠子,松杏

每灵住吉宅に初等講習開他,短期講習書終 

了,每土新京エスペラント會C荒川氏宅）にて 
veteranojの會合，ザ讚本检牘,3 Jj16日中 

村（喜）氏厂モウパスサンの戀踐」（エスペラン 
卜），3月23日荒川氏’人生觀」のparoloあ 

り。今後も繼續の徐定。上京者の訪問を期待 

する。（松本）

新京市祝町2 ノ14新滿社内

新京エスペラント命 （229） 45



小坂賞基金寄附者芳名（5）
3月1日から3 ）］ 31Hまで

——受付順〔敬稱略〕——
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崎
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京
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京
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京
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明

一

吉

郎
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尙

悦

メ

義
 

原

野

田

屬V

 

高

菅

淺

小

小

三

愛知松本重一 2
東京一靑島撰人10

計 71
X ・50

10 35•円 30
17 他に未收

2 東京久保貞次郞30.00
: 計 65.50
2 前月まで一 1300.00
5 累 計 1365•円50

學會の日誌&月）
3））12 n 普通學カ檢定 

試驗施行。
3月15 H常協理事會, 

文化宣揚部合併協議會——本 

年度の方針について。

3月中上京军盒訪問者 小 
坂術ニ氏（名古屋）,宮本新治 

氏C申戶），山田弘氏（名古屋）, 

磯崎緩氏（臆本），宮澤生也氏 

（神戶），竹内藤吉氏（石川）， 

田中逵雄氏（大阪）__________

個人消|息
I

永濱氏結婚 佐賀縣の永濱 

寅次郎氏は,4 JJ 2日礁本縣 
宇土の同志開田春枝孃と結婚 

された。
三石氏退皖學會理が三石 

五六氏は,4月5日退院,當 

分鄕里沼津で靜養。

石川氏渡瀟TEK幹事石 
川逍彥氏は滿洲國入りをされ 

ることとなり4月15日出發

OBGへ送本する人へ注意

ハンガリのOBG協會へ本 

を送る人の多數あることは大 

變結構ですが,それらのうち 

に郵便規則に邃犯するものが 

多いよしで,同協會口本部長

から下記のように注意を喚起 

してまいりました。規則違犯 

があると多額の不足稅をとら 

れせっかく Q深切が仇になり 

ますから,御注意ください。

本鄕だより
この雜誌がお手許へ着くこ 

ろ,今年の4月14 口が來ま 
す。ザメンホフが.大戰の大 
砲の輕を聞きながら死んで行 
った日です。

東洋の運命を打聞く雄叫び 
のなかに,この日を迎えて感 
慨深いものがあります。

Tre grava atentigo por ĉiuj karaj japanaj Gefratoj!

Nuntempe ofte okazas, ke oni sendas el Nippon librojn 
aŭ aliajn sendaĵojn, kiel"Presaĵon ゝ"Librojn ゝ sed kont
raŭregule :

L / oni fermas / subgluas / la pakaĵon, kiu enhavas lib
rojn, aŭ aliajn presaĵojn;

2. I oni metas en la pakaĵon ＜一 malpermesite 一 leteron 
manskribitajn aŭ aliajn objektojn / aĵojn / pro kiuj oni 
devas pagi limdepagon.

Rigardante, ke ambaŭ estas malpermesite 一 laŭ regulo 
de internacia poŝtpakumo —la Hungara Poŝto ĉiamokaze 
malfermas la pakaĵon, kiu estas sendita kiel u presaĵo n aŭ 
44 libro " kaj se ĝi trovas en tiu pakaĵo 一 kontraŭregule — 
leteron manskribitan aŭ aliajn manskribaĵojn kaj se ĝi 
trovas la pakaĵon subgluitc^ tiam la H. Poŝto tre severe 一 

en alta. multobla sumo 一 kondamnas la adresiton, do nin !
En tiu okazo, ni estas devigite -— bedaŭrinde 一 ĉiam Ia 

kontraŭregulan sendaĵon resendi al la sendintoj.
Karaj Japanaj Gefratoj estas tre petataj: se oni sendas 

al ni sendaĵon, kiel"presaĵon " aŭ u librojn ne subgluu 
kontraŭregule la pakaĵon kaj ne metu en ĝin "leteron" 
aŭ aliajn manskribaĵojn ! Kovacs Gusztav

毎月一囘
一 14發行

エスペラント 第七年 
第五號

昭刼十四生四月十□ 

昭和十2年五カー ロ

fpa ffi 本 

E n
is 頼僦 
跛行人 

印刷人

印刷所

大 井 學

竹 田佐藏

一匡印刷所

定價一部20錢•送斜5厘冷髭器陰 

券歡日本エスペラント學會胃蹩*  

）j）r束京市本鄉區元町1丁目13番地4 電話小石川5415
46 (230)



エスペラント講習所
昭和14年度第2期生募集

初等料

等科

高等科

期
時
敎
會

間
間
材
費

期
時
敎
會

期
時
敎
會

間

間

材

費

間

間

材

費

5月2日から7月7日まで

知週火，金曜午後7時から9時まで 

エスペラント讀本（30錢）

全期分前納3 |B| （本命會口は2圖50錢）

5月1日から7 '）］ G 口まで,

毎週月，木曜午後7時から9時まで 

エスペラント中等誼木（30錢）

全期分前納3圓（本會會員は2圓50錢）

5月6日から9月19日まで

每週土曜日午後7時から9時まで
ザメンホフ讀本（50錢）

全期分前納4圓（または2凰!づつ2回に分納） 

（本會會員は全期前納3圓）

侖場 本會講堂

申込 開講當日受付（なるべく前日までにノ、力•キでお中込みおきください）D

財團法人日木エスペラント學會

☆ •持典 本學倉講習所修了者は,エスペラント普通第力檢定を無試驗で受けることができる。

會員は，なるべく多數の友人を講習何へ勸誘してください。乙れに關 

する規則書,宣傳印刷物は,幾組でも，・も申込み次第も送0します。

ふるほん•あんない

Enciklopedia Vortareto
Esperanta Cii. Veraj； 4.00

Vortaro de Esperanto Kabe 5.50
Plena Vortaro Esp.-esp-a

(3 volumoj) E. Loirac 6 〇〇

Batalo de 1'Vivo 5 00
Eliro Qa Biblio) 3.00
Fundamenta Krestomatio

{12-a eid.) 2 00
Sankta Biblio ((ole Lin l.)192G

5.00
Historio de Kristo 1931 400

Kompleta Gramatiko k・ Vort- 
farado de Esp.(加が.)1930 2.50

Reĝo de la montoj
1158 ilustraĵoj) 1909 2.50

世界語(初版)長谷川二葉亭2.50

衣以上わ在庫品の一部です。今後每月辰誌上 
に目錄お發表する豫定です。★目錄に揭战も 
れの本も一應弊店え術照會くだされば,おさ 

がしいたします。

買入
えすべらんと書籍,高價買入いた 

します。★その他何書にかぎらず 
かいいれます。★また和洋嘗おと

わず,新古雷籍一切の御注文に應じます.

★御照會わ下き巳え

東京市杉並區高圓寺7 968

賀川書店耐東京
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昭
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第
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こ
の
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に
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の
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未
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有
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。
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